
2021年10月8日（金）ちゃんと 12

◆厨房スタッフ
給　与▶時給1,100円　　　
時　間▶ 19:00～翌2:00
休　日▶ 日、祝
資　格▶ 未経験者可、調理経験者優遇

スナック
憩いのオアシス 千歳市清水町2丁目29番地1

 ビーサス4 1F

★店内新型コロナ対策万全で、安心して働けます!

厨房スタッフ募集!!

★カウンタースタッフも随時募集

時間帯、出勤日数 
相談可

和 光
090-8633-0227☎26-1255

（19時以降） （16時以降）

まずはお気軽にお電話ください!! 担当/採用係

レギュラー/時給1,800～2,000円  
アルバイト/時給1,700～1,900円
その他いろいろ手当有　詳細はお電話にて対応いたします。

千歳 パ 厨房

★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

まずはお電話ください。☎26-7730

仕　事▶客室清掃･備品補充等
給　与▶ 時給900円～ ★昇給有
時　間▶ 【遅番】平日/18:00～24:00 

　　　日祝/17:00～24:00
勤　務▶ 【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！

時間 日数 Wワークご相談 ください!

千歳 パ 清掃

作業スタッフ短期

株式会社　北海道支店
■一般労働者派遣(派13-01-1084)　〒060-0013 札幌市中央区北13条西18丁目1-8

◆倉庫内での馬鈴薯の選別作業 （案件No.M-002691）
仕　事▶ 傷物や変形･変色品を取り除いていただきます。 

幅広い年齢層が活躍中です。
期　間▶10月中旬～12月中旬
時　間▶ 8:30～17:30
給　与▶ 時給900～940円
勤　務▶週2～4日（シフト制） ※応相談
勤務先▶ 千歳市東丘（東千歳）
待　遇▶ 車通勤可（交通費規定支給）

送迎有

☎011-640-7003
（受付時間 平日9:00～18:00）土日定休

（代表）
（採用担当）

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
お問い合わせは携帯電話まで。面接は希望地で行います。

080-6803-9493

千歳 派 馬鈴薯の選別作業

勤務先▶千歳乃湯 えん（千歳市真々地3丁目）
仕　事▶男女脱衣所･浴場内の巡回清掃
資　格▶未経験者歓迎
時　間▶ 13:30～21:50の間で実働3～4.5h
給　与▶時給900円～ ※18時以降/時給960円
勤　務▶シフト制 ※日数要相談 ※年中無休
待　遇▶労災保険、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

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☎0123-24-0800
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡

親切･丁寧に指導いたしますので未経験者でも安心！

千歳 パ 清掃

仕　事▶スーパーの店舗内清掃
給　与▶ 時給920円
勤　務▶ ①月・火・水　②火・水　※各1名募集
時　間▶ 平日/7:30～10:00　祝日/6:30～9:00
 待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、有給休暇有
勤務先▶ 恵庭市恵み野里美2丁目（JR恵み野駅西側）

清掃スタッフ
920円

募
集

時
給

二幸産業 〒060-0031
札幌市中央区北1条東2丁目
5-2札幌泉第１ビル

☎011-241-2580
まずはお電話ください。面接は勤務先で行います。

北海道支社

担当/畠山

株式
会社

Wワーク
OK!!

朝の時間を有効に! 男
女
と
も
に
活
躍
中
‼元気な

60歳以上の方も歓迎♪

恵庭 パ 清掃

販売スタッフ募集!

勇払郡安平町
早来富岡210-20

仕　事▶ 花と野菜の直売所「サックルズファーム」での
店内業務（レジ打ち、商品の陳列、袋詰めなど）

資　格▶ 未経験者・経験者ともに歓迎、 
車通勤できる方（公共交通機関が少ない為）

給　与▶  時給900円～
時　間▶8:30～17:00の間で実働7h（休憩1h）
休　日▶月10日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、有給休暇、 

社員割引有

受付/平日9:00～17:30　　担当/笠井
☎0145-26-2800
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

残り若干名の募集です

明るく
和気あいあい
とした職場です!

未経験者歓迎

安平 ア パ 販売

ヘルプサービスきずな 〒061-1424
恵庭市大町1丁目8-5

【担当】もんま
【受付】9～17時☎39-5100まずはお気軽に

お電話ください。

介護職員募集!!

要普通自動車運転免許

パート正社員 経験者優遇
パート希望は働きながらの
資格取得が可能です!

パートは
無資格
OK

パートは短時間も相談可

介護の仕事
 に興味のある方は是非!

働きながら、当社指定の学校で1ヶ月間
介護職員初任者研修を受講できます！

仕　事▶ 訪問介護の介護職員
資　格▶ 要普通自動車運転免許、介護福祉士（正社員のみ） 

★ パートさんは介護系の資格がなくてもOK！（当
社指定の学校で1ヶ月間の研修を受けられる方）

給　与▶ パ/ ［介護職員初任者研修修了］時給900円～ 
※無資格の方（介護職員初任者研修受講中）も同時給 
［介護福祉士］時給1,000円～

　　　　 正/月給166,000円～ 
※ともに経験年数により考慮致します。

時　間▶ 8:50～17:30 
※パートは上記のうち実働4h程度～（応相談）

待　遇▶ 労災保険、賞与年2回、通勤手当、昇給年1回 
 正職員には扶養手当、住宅手当、介護手当、社会保険有

恵庭 正 パ 介護 千歳・恵庭 派 ねり物加工の軽作業、くるまのセンサー部品製造

恵庭市千歳市

皆勤賞1ヶ月休まず
がんばろう！

あ
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

北柏木町1･2丁目

福住町1･2丁目

緑町1丁目

富丘1丁目

稲穂2丁目

幸福1･2･3･4丁目

豊里2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

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

配布員募集

千歳・恵庭 委 ポスティングスタッフ

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・見学大歓迎！

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

手当充実!! 嬉しい好待遇♪

賞与と別に一時金として支給▼

◎処遇改善手当Ⅰ
400,000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！

保育教諭
募集

2022年度
新規･中途採用

千歳・恵庭 正 臨 パ 保育教論

※お問い合わせ　厚生労働省 北海道労働局 労働基準部　賃金室

時給 円889
効力発生年月日令和 年3 月10 日1

最低賃金が変わりました
最低賃金額

最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に
支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。

　北海道内で事業を営む使用者及び
その事業場で働くすべての労働者（会
社員、パート、アルバイト等を含む）に
適用される北海道最低賃金（地域別）
が次のとおり改正されました。

〒061-1406 
恵庭市和光町4丁目7番15号

採用係0120-35-4549

お客様係　勤務先▶恵庭市内

お気軽にお電話ください。 詳細は面談にて。

仕　事▶ レンタル商品の交換及び、商品やサービスの 
お知らせをするお仕事です。 （荷物はご自宅 
まで配送致します。） ※4週に1回お仲間との
ミーティングに参加していただきます。 
受け持ち約40～100軒程度 ※応相談 
（実働2～5h程度/1日）

資　格▶ 普通自動車免許、人と会うのが好きな方
給　与▶  月13,500円～34,000円 

※時給換算1,500～2,000円、歩合制
勤　務▶ 週1日コース

子育て中のママさんも多数活躍中です!!
自宅から直行直帰スタイルです。

恵庭 委 商品交換等


