
2021年10月8日（金） ちゃんと11

正社員募集
仕　事▶ 管理物件の清掃（主に夜間）
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 月給210,000～321,500円 ※年齢・経験による 

※試用期間3ヶ月/時給1,100円(日勤の場合/時給889円)
時　間▶ 18:00～翌6:00の間で実働8h 

※9:00～18:00（日勤）の場合も有
勤　務▶ シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与
勤務先▶ 札幌近郊  ※恵庭の事務所へ出勤後、現場に移動します。

〒061-1432 恵庭市恵央町8-1㈱ウエスト
担当/平井

まずは、お気軽にお電話ください。

070-6951-3755

未経験者歓迎！
その他 正 清掃スタッフ

【同時募集】
夜勤専門ケアスタッフ

★1回20,120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6,960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!

責任者として働きたい意欲のある方も募集中！
応募の際にお伝えください。委細面接にて説明します。

札幌市中央区南1条東2丁目11-4 ミナミ1条タカハタビル8階
キョウワプロテック㈱札幌事業所

時　間▶ ①9:30～18:45（実働7h） 
②9:30～13:30 ③14:45～18:45 
※②③扶養範囲内で働きたい方（実働4h）

給　与▶ 時給900円～
勤務先▶ 陸上自衛隊東千歳駐屯地内食堂 

※車通勤可(無料駐車場完備)
勤　務▶シフト制
休　日▶ 週2日程度  

★GW、お盆、年末年始にまとまったお休みを 
　取ることも可能！

待　遇▶ 制服貸与（白衣上下・エプロン）、 
交通費規定支給、社保完備、正社員登用有、 
試用期間有（経験・能力による）

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は千歳・恵庭市内で行います。土日祝も随時受付中!!

☎011-207-0911 担当/中村

★長期安定 
★車通勤OK 
★残業なし
★未経験者歓迎

異業種からの転職者も積極採用!!

入社祝い金
1万円支給
※規定有

食 器
洗 浄
スタッフ募集!

千歳 パ 食器洗浄

 長期で働ける、安定したお仕事
 をお探しの方 お仕事の
 無料相談受付中！

㈱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
まずはお気軽にご連絡ください♪

期　間▶ 長期（3ヶ月毎の更新予定）
仕　事▶ 農業用機械部品倉庫での入出庫作業
　　　　です。入荷部品の包装及びラベル作成・
　　　　貼付、発送作業をお願いします。
給　与▶時給1,050円
休　日▶ 日曜・祝他、会社カレンダーによる土曜、

夏季、年末年始
時　間▶8:30～17：30（実働8h、休憩1h）
　　　　※冬期間（11月～2月）は
　　　　9：00～17：30（実働7.5h、休憩1h）
待　遇▶交通費規定支給
勤務先▶千歳市

千歳 派 倉庫内作業

http://www.imp-link.co.jp/

お問合わせ・ご応募は下記、電話・HP・二次元コードから。

清掃員
募集!!

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▶北陽幼稚園/千歳市北陽8丁目2-8
仕　事▶施設内の清掃　　　資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給900円
時　間▶12:00～16:00 ※実働4h
勤　務▶月10日程度　 
休　日▶土日祝、シフト制
待　遇▶労災保険、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可

未経験者
歓迎!

急募!!
★働きやすい好環境です♪

★

★

千歳 パ 清掃

勤務先▶ トヨタカローラ札幌㈱総合物流センター
仕　事▶ 新車・中古車の洗浄ラインでの車内清掃。掃除機 

がけや、シートの拭き掃除など、簡単な作業です。
休　日▶ 日曜・祝日、他シフト制（月7～10日） 

★GW・お盆・年末年始の長期連休有 
　（年間所定休日108日）

時　間▶ 9:00～17:00
給　与▶ 時給920円～ 

（月22日勤務の場合、月収141,680円以上可能）
資　格▶ 要普通自動車運転免許（運転経験1年以上）
待　遇▶ 交通費当社規定支給、社会保険完備、作業服貸与、

有給休暇有、能力に応じて昇給有、車通勤可

恵庭市北柏木町3丁目73

まずはお気軽にお電話ください。面接日時をお知らせします。
写真付履歴書をお持ちください。

担当/ 三浦・傳法(デンポウ)
☎0123-47-8000

トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター

トヨタカローラ札幌

担当/酒井
☎0123-33-9660

新車 中古車

恵庭 契 洗浄ライン作業

簡単作業! 連休有!未経験者歓迎!

スタッフ募集!
長期で本店 北広島も 
通勤可能な方歓迎!

◆厨房スタッフ
仕　事▶ アミューズメント施設内の厨房にて、 

簡単な調理業務
時　間▶ 9:00～15:00 ※応相談
勤　務▶週3～4日

給　与▶ 時給890円～
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ 恵庭市恵み野西1丁目4 

北広島市中央3丁目6-1

共
通
項
目

◆清掃スタッフ
仕　事▶ 店内清掃全般、（お客様周り）空き缶、 

ゴミ回収、トイレ、玄関等の清掃
時　間▶ ①15:00～21:00　②18:00～23:00 

※①②選択可能
勤　務▶土日祝

まずはお気軽にお電話ください。 
面接には写真付履歴書をお持ちください。

☎36-4114パーラー恵み野
恵庭市恵み野西1丁目4番 受付/平日9～17時

時間
応相談

恵庭・北広島 パ 厨房、清掃

まずはお電話ください！
 詳しくは採用担当：葉多埜・髙橋まで。

未経験大歓迎！もちろん即戦力も可。まずはお話しましょう。

仕　事▶「Q人ナビ」「ちゃんと」の紙面・広告制作
給　与▶ 月200,000円以上 ※経験により優遇
資　格▶ Illustrator・Photoshopを使える方 

（InDesign使用できれば尚可） 
★Webの基本知識ある方尚可

時　間▶ 9:00～18:00（休憩100分） 
※月曜日は若干の残業があります。

休　日▶日曜日、他4週6休（シフト制）
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

昇給・賞与有（業績による）、諸手当有、 
車通勤可、試用期間1ヶ月位有

☎0123-27-0911
■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

〒066-0073 千歳市北斗4丁目13-20

幅広い年齢層が活躍中！ デザイナー募集

千歳 正 デザイナー

＼仕事探すなら／

毎年恒例！ヤマト運輸の
年末短期アルバイト

12月は特別手当で

最大12,000円支給！！単月もOK!

11月・12月の2ヶ月間

千歳市泉沢
1007-206千歳ベース ☎0123-48-3812 担当/越

こしかわ

川

まずは面接会へお越しください！ 写真付き履歴書と黒ボールペンだけをご持参のうえ、
お気軽に会場へお越しください♪

大募集

10月8日金 ・9日土
・10日 日  の3日間!

千歳ベース 10時 / 14時 / 19時 10/8（金）･9（土）･10（日）

恵庭市民会館 16時 / 18時 10/9（土）･10（日）

末
広
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通

JR千歳駅
千歳ステーション

プラザ
千歳郵便局

鉄北通

中央大通←札幌 苫小牧→

交番

●各回とも開始時間の5分前までに会場へお越しください。  ※都合により恵庭市民会館での面接会は中止になることがございます。ご了承ください。

400名
勤務時間 11月時給 12月時給 特別手当 送迎

① 16:00～19:00（実働3h） 1,100円 1,150円

1日 
2,000円
12/22～27
の6日間で
12,000円！

千歳
② 19:30～23:00（実働3.5h） 950円 22時以降1,188円 1,300円 22時以降1,625円 千歳・恵庭
③ 19:30～24:00（実働4.5h） 970円 22時以降1,213円 1,300円 22時以降1,625円 -
④ 19:30～翌4:00（実働7.5h） 970円 22時以降1,213円 1,400円 22時以降1,750円 千歳・恵庭
⑤ 20:00～24:00（実働4h） 970円 22時以降1,213円 1,300円 22時以降1,625円 -
⑥ 20:00～翌1:00（実働3h） 1,000円 22時以降1,250円 1,400円 22時以降1,750円 -
⑦ 21:00～翌1:00（実働4h） 1,000円 22時以降1,250円 1,400円 22時以降1,750円 -
⑧ 21:00～翌4:00（実働6h） 970円 22時以降1,213円 1,400円 22時以降1,750円 -
⑨ 22:00～翌4:00（実働5h） 1,213円 1,750円 -
⑩ 23:00～翌4:00（実働4h） 1,250円 1,750円 千歳・恵庭

お友達同士でも、親子でも！
年末に向けて稼ぐなら
ヤマトへGO！

仕　事▶ ⓐ宅急便などの仕分け  
ⓑ運転助手 
ⓒ検問などのお仕事

資　格▶ 未経験者・フリーター大歓迎、 
学生歓迎

給　与▶ 表参照
勤　務▶ 週3日～ ※応相談
時　間▶ 表参照
待　遇▶ 送迎バス有、車通勤可（送迎バス 

エリア外・時間外の場合、交通費 
支給有）、ヘルメット・ 
安全靴貸与

宅急便仕分けアルバイト

今週の
面接会

《千歳》 10 ホーマック富士店左向かい（スタンド側） 20 セブンイレブン青葉店向かい（手押し信号前）
１ ヤマト北斗センター前（北斗1丁目バス停） 11 富丘団地入口バス停（昼のみ） 21 金星ハイヤー前
２ 北千歳駐屯地正門前（北部隊前 バス停）12 富丘4丁目コミセン駐車場前 22 札幌トヨタ自動車前（本町2丁目 バス停）
３  麺's kitchen 天下無双前 13 合田治療院前 23 千歳インターゴルフ前（真々地 バス停）
４  業務スーパー千歳店裏（旧かど歯科向かい）14 千歳駅裏（スノーショップ駐車所前 バス停） 24 泉沢向陽台入口バス停
５ ラーメン麺太郎前（昼のみ） 15 ちびっこランド前（末広5丁目 バス停） 25 若草3丁目バス停
６ 長都駅前（ヤマザキショップ） 16 光生舎クリーナース前（住吉 バス停） 26 若草4丁目バス停
７ アークス前（すずらん公園 バス停） 17 ホクレンショップ前（東郊 バス停） 27 向陽台交番前
８ セブンイレブン勇舞店前 バス停 18 オートバックス豊里店横（パセオ バス停） 28 セイコーマート（柏陽1丁目）向かい
９ アベイル前（看板の前） 19 サツドラ梅ヶ丘店右横 終点 千歳ベース

《恵庭→千歳》 10 セイコーマート美咲野店バス停
１ ラルズマート島松店前バス停 11 恵庭第一病院前バス停
２ 恵庭市立図書館前バス停 12 文教大学前バス停
３ 日本医療大学恵み野キャンパス前 13 セイコーマートさちづる東店右向かい
４ 北海道銀行恵み野出張所前 14 恵庭黄金郵便局前バス停
５ 北ガス向かい 15 恵庭駅東口バス停
６ 園田歯科前（しまむら前 バス停） 16 和光会館向かい
７ ほっともっと恵庭柏陽町店向かい 17 ほっともっと恵庭和光町店前
８ 龍仙寺前 18 フジボウル（北千歳駐屯地 バス停）
９ セイコーマート文京店左向かい 終点 千歳ベース

送
迎
ル
ー
ト

●日中開催の面接会には千歳駅裏発の送迎 
バスをご利用いただけます！　 
●千歳ベース10時開催は9:12発のバス、14時
開催は13:12発のバスにご乗車ください！

※今回の募集は、高校生の方は対象外です。ご了承ください。

千歳 ア 宅急便等の仕分け作業


