
2021 年 10 月 1 日（金）ちゃんと 12

★30～50代 みんな元気に頑張っています！

千歳市青葉5丁目6-10ホテル サブリナホテル サブリナ

応募 ☎26-7730

仕　事▶︎客室清掃･備品補充等
給　与▶︎�時給900円〜 ★昇給有
時　間▶︎�【早番】土日/8:00〜17:00�

【遅番】平日/18:00〜24:00�
　　　日祝/17:00〜24:00

勤　務▶︎�【早番】土日�
【遅番】日曜を含む週3〜4日

待　遇▶︎�車通勤可、エプロン貸与、�
労災保険有、昇給有、雇用保険有（条件有）

扶養内勤務
可能！

早番･遅番
選べます！

千歳 パ 清掃

時間時間 日数日数 WワークWワークご相談 ご相談 
ください!ください!

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）
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889円〜

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

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

千歳市美々新千歳空港内�ターミナル�アネックスビル1階
東京美装北海道㈱千歳支店

応　募

☎0123-24-☎0123-24-37713771平日

� 入社後すぐに使える特別有休制度有!!

清掃員募集清掃員募集
◆【パート】日本血液製剤機構/千歳市泉沢
給　与▶︎�時給898円
時　間▶︎7:00〜11:00（実働4h）　　休　日▶︎土･日曜、祝日
◆【パート】消防署富丘出張所/千歳市富丘
給　与▶︎��時給898円
時　間▶︎9:00〜12:00のうち実働1.5h
休　日▶︎土･日曜、祝日

◆【正社員】新千歳空港/千歳市美々
資　格▶︎公共交通機関による通勤が出来る方
給　与▶︎��月給157,000〜180,000円
時　間▶︎7:00〜16:00
休　日▶︎週休2日
待　遇▶︎社保完備

◆【パート】新千歳空港/千歳市美々
資　格▶︎公共交通機関による通勤が出来る方
給　与▶︎時給898円
時　間▶︎7:00〜11:00（実働4h）　休　日▶︎週休2日以上�※応相談

◆【パート】ザ・ノースカントリーGC/千歳市蘭越
期　間▶︎即日〜11月下旬
給　与▶︎�時給950〜1,000円
時　間▶︎�8:30〜19:00位まで（実働3.5〜8h）
勤　務▶︎�週3日〜（応相談）

待　遇▶︎�制服貸与、交通費規定支給、雇用保険は�
週20h以上で加入

パート

正社員

パート
共通項目

千歳 正 パ 清掃

千歳 派 くるまのセンサー部品製造

時　間▶︎�［正］8:00〜21:00の間で実働8h�
［ア・パ］8:00〜21:00の間で実働3〜8h（シフト制、応相談）�
　　　�例）8:00〜15:00、12:00〜21:00など

勤　務▶︎［正］4週6休　［ア・パ］週3〜6日�※曜日・日数相談に応じます。
給　与▶︎�［正］月給160,000円〜　［ア・パ］時給889円〜 ※試用期間2ヶ月/時給889円〜
資　格▶︎�未経験者歓迎　　　　休　日▶︎�水曜（定休日�※水曜が祝日の場合は木曜）
待　遇▶︎�交通費1日500円迄支給、制服貸与、各社保完備（正のみ）、正社員登用制度有、車通勤可

★6月にOPENしました！

応募恵庭市黄金中央1丁目
13-3 ライズY黄金 1階パティスリーよつばのクローバー 担当/下出

（しもで）☎33-9608

勤務時間など、
お気軽に

ご相談ください!

よつばのクローバーよつばのクローバー

パティスリーパティスリー よつばのクローバー よつばのクローバー

ジェラート&ベイクドジェラート&ベイクド

[正・ア・パ] 製造補助
ケーキの飾りつけ、洗い物、店内清掃等

[正・ア・パ] 販売
接客や洋菓子の箱詰め作業

2店舗同時募集2店舗同時募集

.PNG .AI

未経験者
 歓迎！

恵庭 正 ア パ 販売、製造補助

正職員《2名》

�まずはお電話の上、履歴書を持って面接にお越しください。
◎新卒の方は、下記の書類を提出ください。 
 ①履歴書 ②卒業見込証明書 ③成績証明書 ④健康診断書

社会福祉法人�こどもの杜

社会福祉法人�こどもの杜

恵庭市桜町
3丁目9-1

千歳市みどり台南
2丁目12-6

えほんの森

おひさま

認定
こども園

認定
こども園

★JR恵庭駅から徒歩10分

★JR長都駅から徒歩12分☎0123-29-3311 受付/9〜17時 
担当/小原

入社日▶︎2022年4月1日〜
資　格▶︎�保育士免許、幼稚園教諭免許
給　与▶︎�月給190,000円〜＋各種手当 

★賞与年2回（6月・12月） ★処遇改善手当Ⅰ 年1回支給
時　間▶︎�平日/8:15〜17:15　土曜/9:15〜18:15�

※上記の時間で週40h勤務のシフト制
休　日▶︎�4週6休（日祝他、隔週土曜）、年末年始�

※年間休日105日
待　遇▶︎交通費規定支給、各社保完備、退職金共済

ともに大歓迎!!
●0〜5歳児の6クラス（定員99名）
●従業員数：34名（男性4名、女性30名）
★�広い園庭と、たくさんの遊具があります！�
※2021年度新しい遊具導入

※ともに�２０２１年９月時点の情報です。

●0〜5歳児の6クラス（定員90名）
●従業員数：30名（男性3名、女性27名）
★たくさんのえほんがある「えほんのお部屋」があります！

「えほんの森」はこんなところ!!

「おひさま」はこんなところ!!

給　与▶︎時給1,000円
時　間▶︎�7:00〜18:00の間で実働8h��

★実働5h程度もOK

《共通項目》
資　格▶︎�保育士免許、経験者優遇
休　日▶︎�日祝他（年間休日105日）
待　遇▶︎�交通費規定支給、雇用・労災保険、試用期間1ヶ月有、�

処遇改善手当Ⅰ/90,000円（年1回�※2020年度実績）

給　与▶︎月給176,000円
時　間▶︎�7:00〜18:00の間で実働8h

臨時
職員

パート

【
同
時
募
集
中
】

訪問・見学訪問・見学大歓迎！大歓迎！

❶�❶�担任手当（月10,000円）�担任手当（月10,000円）�
❷�❷�年長手当（月10,000円）年長手当（月10,000円）
❸�❸�住宅手当（世帯主に支給/月17,000円）�住宅手当（世帯主に支給/月17,000円）�
❹�❹�家族手当（扶養家族1名あたり/月5,000円）家族手当（扶養家族1名あたり/月5,000円）
❺�❺�寒冷地手当（11〜3月まで/月5,000円）�寒冷地手当（11〜3月まで/月5,000円）�
❻�❻�処遇改善手当Ⅱ（最大月40,000円）処遇改善手当Ⅱ（最大月40,000円）

手当充実!!手当充実!! 嬉しい嬉しい
好待遇♪好待遇♪

賞与と別に一時金として支給▼

◎処遇改善手当Ⅰ
400400,,000円≪年1回≫000円≪年1回≫

※金額は2020年度実績

来春卒業見込みの

新卒者 転職者

ぜひ、園の雰囲気を体験してください！

保保育育教教諭諭
募集

2022年度2022年度
新規･中途採用新規･中途採用

千歳・恵庭 正 臨 パ 保育教論

恵庭市千歳市

皆勤賞皆勤賞1ヶ月休まず
がんばろう！

ああ
りり
‼︎‼︎

島松本町2丁目

恵み野北4丁目

恵み野東4丁目

恵み野南2丁目

恵み野西6丁目

恵み野里美2丁目

中島町4丁目

北柏木町1丁目

福住町1･2丁目

緑町1丁目

富丘1丁目

稲穂2丁目

豊里2丁目

弥生2丁目

寿1丁目

自由ヶ丘1丁目

信濃２・３・４丁目

新富3丁目

桂木1･3丁目

本町４・５丁目

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）

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 ★�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

配布員配布員募集募集

千歳・恵庭 委 ポスティングスタッフ

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）

待　遇▶︎�各社保完備、交通費規定支給、�
週払い制度有(規定有)、入寮対応可

時　間▶︎�8:45〜17:30、11:15〜19:45�※2交替
給　与▶︎�時給1,000円
休　日▶︎土･日曜　※月1〜2日、土曜出勤有

家電製品をトラックに�
載せる作業（大型家電の取扱有）

期　間▶︎12月または翌3月までの短期
時　間▶︎�①9:00〜18:00�②13:30〜18:00�

※①②選択可
給　与▶︎�時給950円
勤　務▶︎日曜＋平日1日�※シフト制

恵庭市戸磯 練り物製品の製造

共通
項目

恵庭市
戸磯

力自慢
歓迎!
男性
活躍中！

家
具
家
電
付

家
具
家
電
付

寮
あ
り
！

寮
あ
り
！

★
２
ヶ
月
間
寮
費
無
料

1
R

0120-1040-99

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�
も有︎

作業作業スタッフスタッフ

募集募集

恵庭 派 積込作業、製造

札幌市北区北7条西1丁目2-6■ビルメンテナンス業

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
千歳にて面接を実施します。�担当/熊谷

☎011-707-5228
協和総合管理㈱ 札幌支社

資　格▶︎経験不問（全力でお教えします。）
給　与▶︎�①時給950円〜  

②時給889円〜（試用期間3ヶ月有/同条件）
時　間▶︎�①8:30〜15:15（実働6h、休憩45分、多少残業有）�

②10:00〜15:00（実働4.5h、休憩30分、多少残業有）
勤　務▶︎�①週休2日制　②週3日〜（応相談）
待　遇▶︎�交通費規定支給、社保完備、�

制服貸与、有給休暇
勤務先▶︎千歳市幸町5丁目6-1

ホテルの ❶清掃責任者 ❷ベッドメイク

車通勤OK

千歳 パ 清掃責任者、ベッドメイク

グループホーム グループホーム 北のくにから北のくにから
〒061-1353　恵庭市島松本町4丁目8-25

㈲セカンドライフ

☎0123-37-2985まずはお電話ください。
担当/小野瀬

◆介護スタッフ
仕　事▶︎�入居者様の生活のお手伝い
資　格▶︎�不問、未経験の方大歓迎、�

マンツーマンで指導させていただきます。
給　与▶︎�時給900円 ※試用期間/時給890円
時　間▶︎�①7:00〜16:00　②8:30〜17:30　�

③10:30〜19:30　�
※①〜③選択可（シフト制）�
※休み希望は応相談

勤　務▶︎�週2〜5日�※日数応相談
待　遇▶︎�各社保完備、資格手当（試用期間後）、�

交通費（月25,000円迄）実費支給、車通勤可、�
処遇改善手当年3回別途支給、正職員登用制度有

夜勤ナシで
働きやすい笑顔があふれる♪

恵庭 ア パ 介護

2020代代〜〜6060代代
みんな大活躍中!みんな大活躍中!

働き方働き方について、について、
遠慮なくご相談ください！遠慮なくご相談ください！
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