
2021 年 8 月 20 日（金）ちゃんと 14

9/2必着で写真付履歴書をご郵送ください。
※履歴書返却不可

北ガスサービス㈱

〒060-0033 札幌市中央区北3条東7丁目360番地2
北ガスサービス㈱ 業務グループ 千歳検針採用担当 宛

☎011-792-8230

◆検針業務（嘱託）
期　間▶�1年契約（更新有）　※試用期間3ヶ月有
仕　事▶�ガスメーターの検針業務（千歳市内）
資　格▶�車持込可能な方、未経験者歓迎
報　酬▶�月130,000〜140,000円  

※他各種手当有　
時　間▶�8:40〜16:20　※月1回夜間検針作業有
休　日▶�土日祝、年末年始、お盆�

（年5回程度土曜勤務有）
待　遇▶�社保完備、業績手当（年2回）、作業交通費�

規定支給、制服貸与
勤務先▶�千歳市清水町1丁目1-1�

北海道ガス㈱千歳支店内

ガスメーターガスメーター
検針検針スタッフスタッフ募集募集

毎月安定した収入が期待できます!!毎月安定した収入が期待できます!!

千歳 嘱 検針業務

〒066-0051�
千歳市泉沢1007-134

青果物卸売り

株式会社 北 泉
担当/中野

【受付/平日9〜18時】☎28-2695応募

スタッフ募集中!スタッフ募集中!アルバイト･パートアルバイト･パート

原料（人参・いも）の入替え作業と洗浄
アルバイト

給　与▶�時給1,000円
資　格▶�車通勤可能な方
時　間▶8:45〜17:00
休　日▶�日曜日�※その他応相談
待　遇▶�交通費規定支給
期　間▶2022年3月31日まで

未経験者未経験者
歓迎!!歓迎!!

野菜の選別・加工等の軽作業。
手作業メインで難しい作業はありません。

パート

給　与▶ 時給900円
資　格▶�未経験者歓迎�
時　間▶�8:45〜17:00　�

※開始・終了時間はご相談ください!!
勤　務▶�週3〜6日で日数応相談��

★日曜日はお休みです。
待　遇▶�車通勤の方は交通費規定支給、JR千歳駅からの

送迎有(17時までの勤務の方)
期　間▶2022年3月31日まで

扶養内扶養内
OK!!OK!!

千歳 ア 洗浄作業パ 野菜の選別・加工

清掃・厨房清掃・厨房スタッフスタッフ

募集募集

待　遇▶�社保完備（勤務時間による）、賞与年2回、制服
貸与、交通費規定支給、車通勤可、有給休暇有

共通�
項目

株式会社道央環境センター 恵庭市本町27番地

☎0123-34-0740応 募

◆清掃 《パート》

給　与▶�時給870円
時　間▶�8:00〜14:00の間で実働2.5〜5.5h
休　日▶シフト制�※勤務日要相談

◉ラ･デュース恵み野

給　与▶�時給900円
時　間▶�5:00〜19:30の間で実働4〜8h　
勤　務▶シフト制�※応相談

◆厨房（調理補助） 《フルタイム/パート》
◉我汝会えにわ病院 
★フルタイム・扶養範囲内選択可

恵庭 パ 清掃、厨房（調理補助）

給　与▶�時給870円
時　間▶�①8:00〜12:00�②13:00〜17:00�

※①②シフト制（実働4hもしくは8h）
休　日▶�日曜、祝日、他

◉恵庭南病院
★フルタイム・扶養範囲内選択可

◆清掃 《フルタイム/パート》

検索千歳市社協

千歳市新富1-3-5社会福祉法人
千歳市社会福祉協議会 ほっとす

デイサービス生活相談員業務
給　与▶ 月193,300円〜 ※昇給有 

※賞与年2回(計2.55か月分)
時　間▶�8:45〜17:15�

（休憩45分）
資　格▶�介護福祉士、�

要普免（AT限定可）
勤　務▶週5日
待　遇▶�扶養手当、住宅手当、寒冷地手当、

退職金手当、通勤手当、社保等
勤務先▶新富ほっとす�または�祝梅ほっとす

☎42-3133まずは
お電話ください。

詳しくは

［受付］月〜土/8:45〜17:15　［担当］介護総務係/岡田

デイサービス職員デイサービス職員募集!
千歳 正 デイサービス職員

札幌市中央区南一条東1丁目�4F　☎011-210-8200

仕　事▶�医療機関が実施する治験業務を�
サポートするお仕事です。

資　格▶�経験者優遇、看護師・薬剤師・臨床検査
技師資格などあれば尚可

給　与▶�月給250,000〜370,000円
時　間▶10:00〜18:00�※実働7h
勤　務▶�週5日�※フレックス制有
休　日▶�土日祝
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、昇給年

1回、賞与有（決算による）、試用期間
6ヶ月（同条件）

勤務先▶千歳市近郊及び札幌市

治験治験
コーディネーターコーディネーター

即戦力即戦力
求む求む

★経験者優遇

写真付履歴書を下記メールアドレス宛にお送りください。

株式会社アイメックRD
kanri@imeqrd.co.jp

千歳・その他 正 治験コーディネーター

千歳市白樺2丁目1-4株式会社いのうえ
千歳白樺店千歳白樺店

☎28-2096［担当］
井上

まずは、お気軽に
お電話ください。

資　格▶�未経験者歓迎、�
要普通自動車免許

時　間▶9:00〜14:00頃
給　与▶�時給900円 

+別途手当支給
勤　務▶週1日〜OK�★勤務日数応相談
待　遇▶車通勤可、制服貸与、昇給制度有�

業務には社有車を使用します。その他、千歳白樺店業務には社有車を使用します。その他、千歳白樺店
の店内業務（品出し、清掃等）も有。の店内業務（品出し、清掃等）も有。

配達配達 近隣への商品配達

得意先（工場）に設置している
自動販売機等への商品補充・集計補充・集計補充・集計

千歳 ア パ 配達、補充・集計

週1日〜OK!週1日〜OK!
配達・補充配達・補充スタッフスタッフ

募集!募集!

品質管理業務 恵庭市戸磯

時　間▶8:00〜17:00（残業なし）
給　与▶�時給1,200円
休　日▶土･日曜、祝日

果実の選果作業 恵庭市戸磯

期　間▶即日〜11月末頃　※通年雇用も相談可
時　間▶6:00〜15:00　※残業有
給　与▶�時給1,000円
勤　務▶4勤2休

コンビニのパン製造
（焼き・トッピング・包装） 恵庭市恵南

時　間▶�12:00〜21:00または9:00〜18:00　�
※選択可

給　与▶�時給950円
休　日▶週休2日　※固定休み、曜日相談可

東洋ワーク株式会社 札幌市豊平区美園3条3丁目1-27
■業務請負業・労働者派遣（派04-010080）

0120-451-457
面接はお住まいの地域で行います。

お気軽にご応募ください。

Web応募も出来ます!詳しくはこちら!

《共通項目》　待　遇▶�交通費規定支給、各社保完備、�
入寮対応可

作業スタッフ
募集

女性女性
活躍中!活躍中!

短期・長期 短期・長期 
で働ける!で働ける!

家具家電付寮あり！！家具家電付寮あり！！
2ヶ月間寮費無料 1R

恵庭 派 選果、管理、製造

仕　事▶�生活情報紙�
「ちゃんと」の折込・配布

資　格▶�年齢不問（健康な方）�★短期もOK
給　与▶�1部配布7.5円〜 

（ページ数により変動あり） 
＋チラシ折込手当 
＋増ページ手当+皆勤賞

勤　務▶�毎週木・金曜（週1〜2日）
時　間▶�木曜/5:00〜19:00　�

金曜/5:00〜18:00�
の間で実働1〜3h位�
（配布場所による）

★�他の配布地域もございます。詳しくはお電話でご相談ください！

年齢不問 短期OK

配布員配布員募募
集集

自分のペースで
仕事が出来るよ！

千歳市北斗4丁目13番20号 ☎0123-27-0911応募■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

みどり台北１・２丁目

みどり台南3丁目

長都駅前5丁目

自由ヶ丘1丁目

信濃2丁目

新富1丁目

白樺4丁目

里美4･5丁目

島松本町2丁目

恵み野東4丁目

恵み野南4丁目

恵み野西6丁目

黄金南4丁目

中島町4丁目

柏陽町１･2･３丁目

福住町1丁目

千
歳
市

恵
庭
市

皆勤賞皆勤賞1ヶ月休まず
がんばろう！ ああり‼︎り‼︎

千歳・恵庭 委 ポスティングスタッフ

どちらもOK!どちらもOK!

扶養内、Wワーク、扶養内、Wワーク、
学生さん…学生さん…

色々な方が活躍中です!色々な方が活躍中です!
短期 通年

まずはお電話ください。

■医療・福祉施設向けクリーニング業

千歳市泉沢1007-207
㈱北海道シルバーサービス 千歳工場

☎0123-28-3771☎0123-28-3771

◆クリーニング品の仕分け・仕上げスタッフ
　機械や手で仕上げるカンタン作業♪
時　間▶�原則8:00〜18:00の間で実働6〜8h程度�

※応相談（扶養内希望の方、勤務時間対応致します。）
勤　務▶�週2〜5日で応相談（土日完全休）
給　与▶時給861円〜
待　遇▶�送迎有(千歳市内のルートのみ）、社保完備、�

車通勤OK、交通費規定支給、昇給有、社員登用有、
試用期間有（長期希望の方）

≪期間は応相談≫≪期間は応相談≫あなたのご希望をお聞かせください♪あなたのご希望をお聞かせください♪

増員増員募集‼︎募集‼︎
千歳 ア パ 工場作業

正社員2職種募集!!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭市住吉町
2丁目1-3富士交通㈱
担当/金田一☎0123-33-6271☎0123-33-6271

待　遇▶�社保完備、試用期間3ヶ月有《共通項目》

トラック
乗務員

〈正社員〉 仕　事▶�トラックでの配送業務
時　間▶�7:00〜16:00��

※早出、時間外勤務有
勤　務▶�週5〜6日�※シフト制
給　与▶�4t/月23万円〜 

8tクレーン付き/月25万円〜 
11tクレーン付き/月26万円〜

資　格▶�中型免許
時　間▶�日勤/8:00〜17:00（実働8h）��

　　�※時間外勤務有�
隔日勤務/8:00〜24:00�
　　　　�※早出・時間外勤務有�
※�日勤・隔日勤務のシフト制

休　日▶シフト制
給　与▶�月給15万円〜  

※売上により歩合給追加支給
資　格▶�普通二種以上�

ハイヤー
乗務員

〈正社員〉

女性も
活躍できる!

恵庭 正 トラック乗務員、ハイヤー乗務員

☎0123-24-7787
担当/金子電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

■ビルメンテナンス�廃棄物収集運搬処理�ハウスクリーニング

千歳市流通1丁目4-7

給　与▶�時給950円〜 
※月額130,000円程度

時　間▶�8:30〜16:00（実働6.5h）
休　日▶�土日、工場指定日　�

※祝日のある週は土曜出勤有�
待　遇▶�社保・雇保完備、交通費規定支給、制服貸与

札幌日清（千歳市上長都）

給　与▶�時給900円〜　※月額80,000円程度
時　間▶�①8:00〜12:00（実働3.5h）�

②13:00〜17:00（実働3.5h）�
※シフト制　※週1回程度通し勤務有

休　日▶�週休2日程度
待　遇▶�雇保、交通費規定支給、制服貸与

スポーツセンター（千歳市真々地）

給　与▶�時給900円〜　※月額66,000円程度
時　間▶�8:00〜11:30（実働3.5h）
休　日▶�土日祝（学校カレンダーによる）
待　遇▶交通費規定支給、制服貸与

科学技術大学（千歳市美々）
給　与▶�時給900円〜　※月額47,000円程度
時　間▶�17:30〜20:00（実働2.5h）
休　日▶�土日祝、年末年始
待　遇▶交通費規定支給、制服貸与

恵庭市役所（恵庭市京町）

清掃
★安定して長く働ける♪
★未経験者歓迎!
★WワークOK!

HPは
こちら!

スタッフ募集!

千歳3カ所千歳3カ所
恵庭1カ所恵庭1カ所

千歳・恵庭 パ 清掃
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