
2021 年 8 月 27 日（金）ちゃんと 12

勤務先▶︎�千歳市春日町4丁目
仕　事▶︎�マンション共用部分清掃（床･ガラス･ドア等）、�

居住者の来客対応、一部書類作成補助等��
※PCを扱う作業はありません。

時　間▶︎�13:30〜17:30
給　与▶︎�時給870〜970円
休　日▶︎�日曜、祝日、第2･4土曜　�

※夏季休暇、年末年始、特別休暇有（規定有）
待　遇▶︎�交通費規定支給、制服貸与、雇用･労災保険、�

有給休暇、昇給の可能性有、定年制（72歳）
応　募▶︎�まずは下記住所まで写真付履歴書をご郵送ください。

お問合せ ☎︎0120-088-273（担当/採用係）

株式会社マリモコミュニティ
〒730-0031
広島市中区紙屋町1-3-2 銀泉広島ビル11F

●マンション管理

https://www.marimo-mc.co.jp 検索

★★�空いた時間を��空いた時間を�
有効活用有効活用‼︎‼︎
★★未経験者OK�!未経験者OK�!
★★�シニア世�シニア世代代の方�の方�
活躍中！活躍中！

難しい業務は難しい業務は
ありません♪ありません♪

マンション管理員マンション管理員
千歳 パ マンション管理員

ケアマネジャー 夜勤専属 スタッフ募集!スタッフ募集!

Wワーク
OK

各2名募集
千歳 正 パ ケアマネジャーパ 夜勤専属スタッフ

《共通項目》�勤務先▶︎�小規模多機能型事業所�憩の郷�または�グループホーム�笑顔の郷

夜勤専属スタッフ ［パート］ 
資　格▶︎�無資格OK、ブランクがある方も歓迎、土日

勤務できる方歓迎、介護職員初任者研修�
（旧ヘルパー2級）あれば尚可

時　間▶︎�16:30〜翌9:30
勤　務▶︎�週2日�※応相談
給　与▶︎�夜勤1回16,000円（夜勤手当含む）
待　遇▶︎�雇用保険、交通費規定支給

小規模多機能型
事業所

認知症対応型
共同生活介護事業

憩の郷
いこい さと

〒066-0073 千歳市北斗4丁目5番6号

電話連絡の上、写真付履歴書をご持参または郵送ください。

☎︎26-5300（グループホーム 笑顔の郷） グループホーム

笑顔の郷

ケアマネジャー ［正職員/パート］
資　格▶︎�介護支援専門員
時　間▶︎�［正職員］9:00〜18:00�［パート］応相談
勤　務▶︎�週5日
給　与▶︎�［正職員］月給20〜22万円（資格手当含む） 

［パート］時給1,000円＋資格手当
待　遇▶︎�各社保完備（勤務時間による）、交通費規定

支給、賞与年2回、昇給制度有　

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

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

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

【
恵
庭
市
】プ
リ
ン
ト
配
線
基
板
製
造
・
検
査 函館市新川町1-24　R4TM新川町 5F

株式会社スピード北海道
一般労働者派遣事業（派01-300425）�有料職業紹介事業（01-ユ-300238）

1,1001,100円!円!

女性でも取り組みやすい
モクモク軽作業♪

仕　事▶︎�製造装置の操作や検査等の�
軽作業

時　間▶︎���①8:30〜17:00��
②20:30〜翌5:00��
※状況による

勤　務▶︎�5勤2休もしくは4勤2休��
※シフト制

給　与▶︎��時給1,100円〜
期　間▶︎�3ヶ月更新（長期）
待　遇▶︎�社保完備、車通勤可（駐車場�

完備）、交通費規定支給
勤務先▶︎恵庭市戸磯

0120-095-0120-095-350350
まずはお気軽にお電話ください。

登録だけ
でもOK!

恵庭 派 製造、検査

稼げる!稼げる!
高時給!高時給!

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎︎0123-26-2191 《担当》
つのだ

レンタカー・ガソリンスタンド業界の経験者大歓迎!

正社員募集!
仕　事▶︎�新車、中古車の販売業務、軽整備、他
資　格▶︎�未経験者歓迎、�

要普通免許（AT限定OK）
時　間▶︎�10:00〜19:00(実働8h）
休　日▶︎�4週8休�※火曜定休�

他シフト制�※会社カレンダーによる�
年末年始

給　与▶︎ 月160,000円〜 
※例/月200,000円以上も可能 
※試用期間1〜6ヶ月/時給861円〜

待　遇▶︎�各社保完備、業績賞与年2回、�
燃料手当、交通費規定支給、車通勤可、
カップ式飲料機使い放題

スターオート

千歳市東雲町5丁目7-3�株式会社スターオート 千歳店

http://starauto1995.com/

月20万円以上
も可能‼︎

千歳 正 販売、軽整備

経験者歓迎!
アルバイト パート

仕　事▶︎�レンタカーの受付、�
軽整備・洗車・送迎のお手伝い

資　格▶︎�経験者歓迎、�
要普通免許（AT限定OK）

給　与▶︎�時給920円〜
時　間▶︎�7:30〜19:00の間でシフト制��

※応相談
勤　務▶︎�週3日〜�※シフト制�

※土・日曜のみ・Wワーク等応相談
待　遇▶︎�交通費規定支給、車通勤可、�

カップ式飲料機使い放題

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎︎0123-26-2191《担当》
つのだ

千歳市東雲町5丁目7-3�
ニコニコレンタカー千歳東雲町店

車が好きな未経験者さんにもおすすめ♪

千歳 ア パ レンタカー業務

仕　事▶︎�電話・来客対応、PC入力等の一般事務
資　格▶︎�未経験者歓迎、簡単なPC操作が可能な方
給　与▶︎�正/月150,000円～ 

パ/時給1,000円～
時　間▶︎�8:00〜17:00�※パートは応相談
休　日▶︎�土日祝、GW、お盆、年末年始
待　遇▶︎�各社保完備、交通費規定支給、�

車通勤可、無料P有、昇給・賞与有

８
月
に
ス
タ
ー
ト
し
た
ば
か
り
の

新
し
い
会
社
で
す
♪

一般事務員一般事務員

恵庭市本町83番1
株式会社 BREAK(ブレイク)

募集募集
★★パートは時間応相談パートは時間応相談
★★お休み充実!!お休み充実!!

未経験者未経験者
歓迎!!歓迎!!

☎︎0123-21-9307
まずはお気軽にお電話ください。

恵庭 正 パ 一般事務

★社宅応談可 ★その他委細面談
給　与▶︎�月給200,000〜 

　　300,000円
休　日▶︎�週休2日程度�※シフト制

★その他委細面談
給　与▶︎�時給900〜1,000円  

※時間帯により変動有
休　日▶︎週休2〜3日�※シフト制

〒080-0809 帯広市東9条南8丁目2-14履歴書を右記に�
ご郵送ください。合同会社 インシュピルサン

☎0155-29-2151　担当/高橋

駐屯地内での
調理業務

急
募

時　間▶︎��4:00〜18:30の間でシフト制�
例/①4:00〜16:00�②9:00〜18:30�
�����③13:00〜18:30

待　遇▶︎�交通費規定支給、正社員のみ社保完備
勤務先▶︎安平駐屯地

共
通
項
目

【正社員】調理師 

【パート・アルバイト】配食、調理補助 

（150円）
時給＋早出手当

4〜8時まで4〜8時まで

20〜30万円
月給

安平 正 調理師ア パ 配食、調理補助

【共通項目】
休　日▶︎シフト制
待　遇▶︎�制服貸与、交通費規定支給（月18,000円まで）、�

①車通勤不可、②は車通勤可

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20�第12ふじやビル4F

清掃スタッフ

☎︎22-5280 採用係

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

時間・日数ともに、お気軽にご相談ください！

時　間▶︎�（a）10:00〜14:00　※実働4h�
（b）16:30〜20:30　※実働4h　

給　与▶︎時給861円
勤　務▶︎週3日程度

❶新千歳空港トイレ・フードコート清掃

時　間▶︎�21:00〜翌1:00　�
※実働4h

給　与▶︎�時給900円  
※22時〜翌1時/時給1,125円

勤　務▶︎月15〜20日

❷新千歳空港商業施設エリア内共用部分清掃
現在のスタッフは
全員男性です。

千歳 パ 清掃

問い合わせだけでもOK！
［担当］
山崎☎︎0123-23-4111

医療法人
同仁会 千歳第一病院

千歳市東雲町1丁目11 https://www.dojinkai-group.com/

勤務開始日や、面接時期についてもお気軽にご相談ください。

仕　事▶︎�データ入力、書類作成、メッセンジャー�
業務、環境整備等

資　格▶︎�年齢・学歴不問、PC操作（エクセル・ワード）
給　与▶︎�基本給:月135,000〜170,400円 

＋職務手当10,000円
時　間▶︎�8:45〜17:15
休　日▶︎�土・日曜、祝日、年末年始（12/30〜翌1/3）
待　遇▶︎�社保完備、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶︎�千歳第一病院（千歳市東雲町1丁目11）

病棟クラ病棟クラーークク
募集！募集！
資格がなくても資格がなくても

大丈夫!大丈夫!
医師・看護師のサポート役です♪医師・看護師のサポート役です♪

千歳 契 病棟クラーク

仕　事▶︎�新千歳空港近くのパーキング店で店舗⇔空港間のお客様の送迎を
していただくお仕事です。（マイクロバス乗員20名程度の運転）

資　格▶︎�大型もしくは中型限定解除免許�★年齢・性別不問！
時　間▶︎�早番/5:50〜13:50　遅番/13:50〜21:50�※各休憩75分
給　与▶︎ 正/月給150,000〜250,000円 ※応相談 

ア/ 時給900円〜 ※面接時に希望時給を申告してください。 
※経験･能力を考慮した上で決定いたします。

休　日▶︎��正/シフト制�
ア/週1日〜�※平日のみ･土日のみOK

待　遇▶︎�車通勤可、制服貸与、残業手当、各種研修制度有�
※各種社会保険は勤務時間により法定通り支給

勤務先▶︎苫小牧市美沢185-31（新千歳空港から車で約3分）

送迎ドライバー急募‼︎
「あなたに合ったお仕事、ココにあります！」
● 自動精算機導入で、ドライバーが 

精算業務や受付業務をすることはありません！
● バス内には利用案内の動画が流れているので

ドライバーが案内する必要はありません!! 
接客が苦手な人でもご安心ください。

事前申告で
希望日休みOK

有給取得率
ほぼ100％

★まずはお気軽にお電話ください！

080-2860-0248 担当/野田【履歴書応募先】〒053-0054�苫小牧市明野新町2-23-23�㈱�I.D.M.ノースランド
新千歳空港イツモパーキング 書類選考なし 応募者全員面談 面接１回のみ

未経験者
大歓迎‼︎

苫小牧 正 ア 送迎ドライバー
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