
2021年9月17日（金）ちゃんと 8

急募

千歳市上長都1061-2 ㈱IHIアグリテック内
三好梱包商事㈲ 千歳事業所

お電話の上、面接時に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-4368

◆部品袋詰め作業等（農業機械部品）
仕　事▶ ビニール袋包装、ダンボール箱詰、 

PPバンド梱包、部品ピッキング、棚入れ、 
梱包作業、出荷業務、伝票セット業務等

給　与▶ 時給900円
時　間▶ 8:00～17:00の間で実働5～6時間 ※要相談  

※12:00～1時間のお昼休憩有 
※小休憩有（10:00～10:10、15:00～15:10）

休　日▶毎週 土日、祝日
期　間▶即日～ ※3ヶ月更新（長期継続予定）
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇制度、交通費規定支給、 

制服貸与、車通勤可(駐車場完備)
勤務先▶ ㈱IHIアグリテック構内(千歳市上長都1061-2)
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勤務例
❶9:00～15:00
❷10:00～16:00
❸11:00～17:00

いずれか選択

千歳 パ 部品庫内棚入れ、出荷業務

どちらもOK!

扶養内、Wワーク、
学生さん…

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

◆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～ ※10月より改定
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≫あなたのご希望をお聞かせください♪

増員募集‼
千歳 ア パ 工場作業

㈱ヒューマンインプリンク 千歳支社 一般労働者派遣事業/派01-300271
有料職業紹介事業/01-ユ-300107 千歳市柏台南1丁目3-1

☎0123-25-3221
まずはお気軽にお電話ください♪

こちらを読み取り、 の 
番号と必須項目を入力後 
送信してください。

給　与▶時給1,250円
休　日▶土日祝
時　間▶8:00～17:00
勤務先▶千歳市

共通
項目

給　与▶時給1,100円
休　日▶日、祝他
時　間▶9:00～17:00
勤務先▶恵庭市

給　与▶時給1,150円
休　日▶土日
時　間▶8:00～17:00
勤務先▶千歳市

給　与▶時給1,200円
休　日▶土日祝
時　間▶8:30～17:20
勤務先▶北広島市

千歳・恵庭・他 派 品質管理、ピッキング、組立、製造、加工、リフト作業、洗車、セットアップ
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給　与▶時給1,150円
休　日▶日、祝他
時　間▶8:00～17:00
勤務先▶千歳市

給　与▶時給1,150円
休　日▶日、祝他
時　間▶8:30～17:30
勤務先▶恵庭市
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★製造職も募集中 (/・ω・)/

コンクリート製品
の品質管理

20～50代応援!

日勤・高時給 
のお仕事特集!

お仕事相談 
随時受付中!

●転職相談　　●土日相談
●出張相談　　●Web相談
●LINE相談

完全
予約制

★資格を活かせるお仕事
他にもあります

発泡素材の加工兼
リフト作業

★長都駅から送迎利用可

農業機械部品の 
ピッキング兼組立

★お掃除好きな方大歓迎

新車の洗車兼 
セットアップ

★3交替勤務もあります

電子小型センサー
の部品製造

★施工調整職も募集中 (/・ω・)/

住宅リフォーム 
製品の加工・組立

期　間▶長期 
待　遇▶交通費規定支給

ぜひご相談ください♪

◆生産加工スタッフ
仕　事▶ 簡単な葉っぱ採りと袋詰め作業、箱詰めで 

重たい作業はありません。
期　間▶即日～10月末まで
時　間▶ 8:00～17:00の間で4～8h(応相談） 

※午前のみ・午後のみの短時間勤務大歓迎です!
勤　務▶ 週2日～OK！
給　与▶ 時給880円～
休　日▶ 日曜
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、 

雇用保険は週20h以上の勤務で加入
資　格▶ 車通勤可能な方、未経験者歓迎
勤務先▶ 千歳市中央2529-11

（有）コスモファーム 千歳市中央2529-11（千歳駅から約7km）

電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

080-2733-5561

週2日～OK!

担当/山田
受付/8～18時

★週1日しか働けない方も曜日によっては、ご相談受けます。

体力に自信のある方におすすめです♪

Cosmo Farm

年齢・性別不問!
幅広く募集中!

急
募

10月末までの短期

勤務日・時間
相談OK!

急募のため
即日勤務可能です‼

千歳 パ 生産加工

北海道クリーン開発㈱ 〒053-0016
苫小牧市寿町2丁目3-14

（田口）応 募

◆スーパーアークス千歳店
時　間▶ 7:00～10:00、13:00～17:00  

※シフト制
勤　務▶ 週4日程度
【共通項目】
給　与▶時給861円
資　格▶未経験者歓迎
待　遇▶ 労災保険、制服貸与、 

交通費規定支給、車通勤可

◆ちとせモール
時　間▶ 14:30～19:30 

※シフト制
勤　務▶ 週5日程度

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は勤務先にて行います。委細面談。

未経験者歓迎！！

勤務日数
相談可！！

0120-03-6323
　080-2871-5294

千歳 パ 清掃

【同時募集】
夜勤専門ケアスタッフ

★1回19,700円可能!
勤務/月7～9回

グループホーム向陽台 千歳市白樺
2丁目1-1

☎0123-28-5888 担当/水谷

電話連絡を頂いた後、面接日を決定します。
面接時に写真付履歴書・資格証をお持ちください。

◆ケアスタッフ（フルタイム）
仕　事▶認知症高齢者の日常生活支援・介護
給　与▶ 日給6,750円（更新時昇給有） 

＋夜勤手当5,000円/回＋資格手当 
＋処遇改善手当（600円/日） 
※試用期間3ヶ月間は処遇改善手当支給なし

時　間▶ 早番/7:30～16:00（休憩1h、実働7.5h） 
日勤/9:00～17:30（休憩1h、実働7.5h） 
遅番/10:30～19:00（休憩1h、実働7.5h） 
夜勤・明/17:00～翌9:30（休憩1.5h、実働15h） 
※シフト制

勤　務▶ 4週8休（月21～22日）
資　格▶ 普通自動車運転免許
待　遇▶ 労災適用、各社保完備（勤務時間による）、 

交通費規定支給（2km以上/上限12,000円）、 
車通勤可（無料駐車場有）

資格取得支援制度有!!

歓迎です！
2名
募集

千歳 契 ケアスタッフ

資格 経験 がなくても
経験者も
大歓迎!

未経験の方、大歓迎～!!
20代から60代まで、幅広い年齢の方が活躍できます！

●まずはお電話ください。その後面接。 
☎0123-25-5684 担当/吉元まで

◆土木、電気工事の現場管理（正社員）
◆重機オペレーター（正社員）
資　格▶ 【現場管理】施工管理資格所有者優遇 

【重機オペレーター】フォークリフト、クレーン、 
車両系建設機械等の資格保有者

給　与▶ 月給35～50万円 ※残業手当、資格手当を含む
時　間▶【事務所】9:00～18:30 【現場】7:30～17:00 
休　日▶週1～2日

◆現場スタッフ（契約社員・アルバイト・パート）
★週2日～OK　★2～3ヶ月の短期も可能
仕　事▶  太陽光発電設備の設置・組立作業
資　格▶ 要普通免許、経験不問 ※経験者優遇
給　与▶  時給1,500円～
時　間▶7:30～17:00（実働8h）
勤　務▶週2～6日程度
休　日▶ 希望による

待　遇▶ 各社保完備（正社員以外は日数による）、交通費規定支給、車通勤可、送迎有、作業服貸与
勤務先▶ 各現場（千歳から送迎） ※道東方面に短期の出張有

千歳市千代田町4丁目14　千歳第一ビル2F
㈱北海道フロンティアエナジー

コロナに負けるな!! 業績好調のため

増員募集

《全体共通項目》

千歳・恵庭・他 正 現場管理、重機オペレーター契 ア パ 設置・組立

◆恵庭工場（恵庭市恵南1番地）
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶ 9:00～18:00、18:00～翌3:00
給　与▶ 時給890円～+交通費規定支給 

※22:00～翌5:00深夜手当有
休　日▶ 土日 ※他2ヶ月に1回工場指定の休日有
待　遇▶ 各種社会保険完備、 

有給休暇有、制服貸与、 
昇給有（人事考課による）、 
車通勤可、交通費規定支給

☎34-6866

パン製造 
スタッフ募集!

株式会社エフビーエス
〒061-1411　恵庭市恵南1番地恵庭工場

まずはお気軽にお電話ください。
受付/9～17時 
担当/大松

恵庭 パ 製造

日本管財サービス株式会社
〒066-0015　千歳市青葉8丁目3番1号

担当/高倉☎24-0800
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください。

勤務先▶航空自衛隊千歳基地内
仕　事▶ 隊舎の清掃 

（共用部分、廊下･トイレ･浴室）
資　格▶未経験者歓迎、要普通免許
給　与▶時給900円
時　間▶8:00～15:00の間で4.5h
勤　務▶ 週2日（月・金） 

★お盆、年末年始はお休みです。
待　遇▶ 労災保険、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可

仕事に慣れるまで丁寧に指導いたします!

清掃員
募集!!

未経験者
歓迎!

千歳 パ 清掃

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）

主婦（夫）さん、学生さん、シニアの方など
さまざまな年齢の方が活躍中!!

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

1ヶ月休まずがんばろう！

短期も
OK！

年齢
不問

仕　事▶ 「生活情報紙ちゃんと」の配布員さんの 
自宅に荷物を届ける仕事です。

資　格▶ 大きめの車をお持ちの方
給　与▶ 月11,000円程度（配達件数による）
時　間▶ 毎週水曜日の2～3h程度（担当軒数による）

週1日
配達員（班長さん）

募集

水曜日
だけ！

配布員

【募集地域】
恵庭市
島松地域

あり‼皆勤賞

千歳・恵庭 委 ポスティングスタッフ、配布員（班長）

勤務先▶ 里美ハイム 
（恵庭市恵み野里美1丁目2-17） 
恵み野ハイム 
（恵庭市恵み野北3丁目1-2）

給　与▶ 時給920円
時　間▶ ①6:30～9:30 

②16:00～19:00 
③16:00～20:30 
④17:30～20:30

休　日▶ 日曜・祝日、他シフトによる  
※春・夏・冬休み有

待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、有給休暇有

年齢・性別不問!
学生寮での調理業務

まずはお電話ください。

ジケイ・スペース株式会社
☎0123-36-2271

〒061-1373 恵庭市恵み野西2-2-11

恵庭 パ 調理

【受付/9～18時】担当/木村
☎36-1111応

募 恵庭市恵み野西5丁目3-1
ラ・デュース恵み野

介護付有料老人ホーム

ラ・デュース恵み野介護付有料老人ホーム

◆入居施設の看護師･介護職員［正･契･パ］
仕　事▶ 看護業務全般、介護業務全般（夜勤業務有）
資　格▶ 看護士・介護福祉士・介護職員初任者研修修了
時　間▶ ［看護］①8:00～17:00  

  　　 ②9:00～18:00 
［介護］①7:00～16:00  
  　　 ②11:00～20:00 
  　　 ③14:00～23:00 
  　　 ④23:00～翌8:00 
※シフト制、夜勤業務は月4～5回程度

給　与▶ ［正･契］月給175,000～225,000円 
  　　  （基本給148,000～199,100円  
　　    ＋各種手当 ※経験年数による） 
［パ］ 看護/時給1,200円～ 

介護/時給900円～

◆訪問介護職員［パ］
資　格▶ 未経験歓迎 

※ 初任者研修修了もしくは介護福祉士
資格があれば尚可

時　間▶ 8:00～18:00 
（実働2～8h）

給　与▶時給900～1,000円

休　日▶シフト制
待　遇▶ 各社保完備、車通勤可、制服貸与、 

交通費規定支給、有給休暇有 
※介護職員のみ/処遇改善手当有 
※正社員のみ/賞与年2回

勤務先▶ ラ・デュース恵み野 
（恵庭市恵み野西5丁目3-1）

共
通
項
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看護師・介護職員

扶養内・短時間勤務ご相談ください♪
募集!正職員 契約 パート

恵庭 正 契 パ 入居施設看護師、介護職員パ 訪問介護職員


