
2021年10月8日（金）ちゃんと 14

あなたの「好き！」を
活かしませんか？

営業募集

仕　事▶ 生活情報紙｢ちゃんと｣の広告・企画営業
資　格▶ 要普免、千歳・恵庭市内在住の方、エクセル操作できる方
給　与▶ 月220,000～420,000円
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、隔週土曜日 ※月6～8日 
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1～3ヶ月位有

千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

写真付履歴書（手書き）をご郵送ください｡
書類選考の上、後日ご連絡致します。

未経験
OK！

☎0123-27-0911

〒066-0073 千歳市北斗4丁目13-20

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

生活情報紙 「ちゃんと」 の営業スタッフを募集します。

千歳・恵庭 正 営業

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。委細は面談にて。 
新型コロナウイルスの感染予防対策をしています。

ローソン自衛隊東千歳駐屯地店☎22-2241 千歳市祝梅1016

◆北千歳駐屯地内店舗
仕　事▶店内業務全般
時　間▶①6:00～11:00 ②6:00～15:00 ③10:00～17:00
給　与▶ 時給920円
勤　務▶  ①週3～4日 ②週4～5日 ③土日
勤務先▶ 陸上自衛隊北千歳駐屯地内（千歳市北信濃724） 

※中央バス「北千歳駐屯地前」停すぐ
◆東千歳駐屯地内店舗
仕　事▶ a/陳列その他、レジ作業なし 

b/レジ作業有
時　間▶ a/19:00～22:00  

b/①17:00～23:00 ②11:00～20:00 
　 ③14:00～23:00 ④10:00～17:00

給　与▶ a/時給889円　 
b/ 時給960円 
※19:00～22:00までは時給1,000円 
※22:00～23:00までは時給1,200円

勤　務▶a/週3日（日･月･火･木･金曜の中で） b/週3～5日
勤務先▶ 陸上自衛隊東千歳駐屯地内（千歳市祝梅1016）

資　格▶  車通勤可能な方、 
ダブルワーク・シニア・学生可

待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、社会保険有

共通
項目

Wワーク、シニア、学生ＯＫ!!
駐屯地内のローソンで働こう!!
普段は入れない場所で、ちょっと働いてみませんか？
千歳 パ 店内業務

すぐに働けます! まずはお電話ください。

クリーニングスタッフ募集!

■病院・施設関係のリネン類のクリーニング業

千歳市泉沢1007-207 ☎0123-28-3771㈱北海道シルバーサービス 千歳工場

待　遇▶ 送迎有(千歳市内のみ、応相談）、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

小～大型の洗濯乾燥機の操作と関連 
業務全般を行います。

時　間▶ 7:00～19:00の間で実働6～8h
勤　務▶ 週4～5日で応相談（土･日曜休み） 
給　与▶時給889円～

洗濯乾燥担当スタッフ

社員希望大歓迎!! 安定して働けます♪
子育てママ応援中!! 勤務時間調整OK♪送迎有!

クリーニング品仕上げスタッフ

時　間▶ 基本8:00～17:00の間で実働6～8h 
※応相談 （例/9:00～15:00、10:00～17:00等）

勤　務▶ 週2～5日で応相談（土･日曜休み）
給　与▶時給889円～

シーツ・タオル等を機械に入れたり、 
手で畳むカンタン作業!!

20～40代 活躍中!! 短期も大歓迎!!

共通
項目

すぐに
働けます!

千歳 ア パ 工場作業

経験
不問

ブランクある方もご相談ください
仕　事▶ 歯科衛生士
資　格▶有資格者
給　与▶ 月給157,000～200,000円 

※歯科衛生士手当を含む、能力・経験により優遇
時　間▶  9:30～18:30
休　日▶ 水･日曜、祝日、GW、お盆、年末年始
待　遇▶ 社保完備、昇給年1回、賞与年2回、皆勤手当（月1万円）、

歯科衛生士手当（月1万2千円）、交通費規定支給、 
車通勤可、制服貸与

医療法人社団 日本矯正歯科学会認定医

〒066-0062　千歳市千代田町6丁目41

まずはお電話のうえ、
写真付履歴書をお持ちください。

☎42-0187
担当/採用係

歯科衛生士 募集!!
千歳 正 歯科衛生士

増員募集!!
★ 経験者は経験により優遇!!
★ 未経験で異業種から転職する方も歓迎!!

4tトラック、 
トレーラー運転手

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。
★面接は千歳営業所にて行います。

☎0123-28-2013 担当/採用係

千歳市泉沢
1007-158北宝運輸㈱千歳営業所

仕　事▶ 4t箱車にて雑貨、住宅建材商品、サッシ、段ボール
等を千歳市内及び道内に配送する業務

資　格▶中型自動車免許、経験者優遇
給　与▶月230,000～280,000円 

◆4tトラック運転手

仕　事▶ 原木・製材・合板・アスファルト等を運搬する業務
資　格▶大型自動車免許、けん引免許
給　与▶月300,000円～ 

◆トレーラー運転手

時　間▶ 8:00～16:20（休憩1h） 
※業務内容により異なります。

休　日▶ 日祝他（月6～9日）、GW、お盆、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、賞与年2回、制服貸与、 

交通費規定支給、車通勤可、退職金制度有、 
試用期間3ヶ月

共
通
項
目

千歳 正 4tトラック、トレーラー運転手

■総合施設管理

千歳市美々新千歳空港内 ターミナル アネックスビル2F
千歳支店

受付/9～17時
※日・祝を除く

日興美装工業㈱

まずはお電話の上、面接の際に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-1171

清掃スタッフ募集!!

◆千歳市北光2丁目
仕　事▶院内の清掃　　　
給　与▶時給890円
時　間▶ ①6:00～10:00（4h） ※月～金曜 

②7:00～9:00（2h） ※日曜のみ
勤　務▶ 週2日～（シフト制） ※応相談
待　遇▶交通費規定支給、車通勤応相談

千歳 ア パ 清掃

時間・勤務日等、ご希望に応じて調整します！

恵庭市大町1丁目9-12

家事経験を活かして働きませんか？

合同会社すまいるくりえいと

仕　事▶ 入居者の見守り、食事提供サービス等
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給890円（深夜手当有）
時　間▶ 17:00～翌9:00（休憩4h）
勤　務▶ 週1日～OK ※シフト制 ※希望日応相談
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、車通勤可 

★長期勤務の方には退職金制度、団体保険加入有
勤務先▶ グループホーム笑家えにわ 

（恵庭市大町1丁目9-12）

★週1日～OK！

介護職員

まずはお気軽にお電話ください。
☎0123-25-6468

受付/
9:00～17:00
担当/安田

夜間のお仕事です

募
集

恵庭 パ 介護

★ シニアの方も 
大歓迎!大活躍中!!

恵庭市恵南1番地〒061-1411
㈱ロバパン恵庭工場

当工場では、新型コロナウイルス感染症対策を実施しております。

☎0123-32-4346応
募

受付/月～金 8：30～17：30  担当/やまだ・うえだ

★昨年の経験者は面接不要です。 ★定員に達したら締切りますので、例年お越しの方もお早めにお申し込みください。

12/30㈭に銀行口座へ振り込み予定!給与支払日について 年内に振込!!

期　間▶ 11/29（月）～12/24（金）
給　与▶ 時給990円 

（22～翌5時は時給1,238円）
時　間▶ 9:00～18:00
休　日▶ 週2日（基本土日、変動有）
★クリスマス
直前の数日間
は全員、深夜勤
務となります。

12/18 0:30～12:30
12/19 22:00～翌1:30
12/20 20:00～翌2:00
12/21 18:00～翌8:00
12/22 16:30～翌5:00
12/23 18:00～翌5:30

2020年実績
につき変動有▶

ク
リ
ス
マ
ス
ケ
ー
キ
製
造

12/20 18:00～20:30
12/21 18:30～翌2:00
12/22 16:00～翌3:00
12/23 18:00～21:00

2020年実績
につき変動有▶

期　間▶ 12/20（月）～12/23（木）
給　与▶ 時給1,010円 

（22～翌5時は時給1,263円）
時　間▶ 下記表参照

い
ち
ご
の
ケ
ー
ス
詰
め

短期アルバイト
Xmas 

ケ
ー
キ
製
造
全
般

2020年実績
につき変動有▶

期　間▶ 12/21（火）～12/22（水）
給　与▶ 時給1,040円 

（22～翌5時は時給1,300円）
時　間▶ 下記表参照

12/21 19:00～翌7:30
12/22 16:30～翌4:00

12/21火
▼

12/24金

時
給1,100円 最大

皆勤特別手当支給!!

5,000円

のお仕事も募集!!

※時間等の詳細はお電話でお尋ねください。

ケーキの仕分け･運搬作業

恵庭市内送迎バスあります!

恵庭 ア 製造、ケース詰め

資　格▶ 18歳以上（高校生不可）、
未経験者大歓迎、長時間の
立ち仕事に支障がない方

待　遇▶ 恵庭市内送迎バス有、 
交通費規定額別途支給、
制服・作業靴等貸与、 
無料駐車場完備

共通項目

ロバパン

時
給990円  22～翌5時は 

時給1,238円!! 最大

11/29月▶12/24金

8,000円1ヶ月間
短期

皆勤特別手当支給!!

●12/21・22・23の皆勤手当6,000円! ●さらに11/29～皆勤＋2,000円（他は皆勤1,000円）

クリスマスケーキ製造

時
給1,040円  22～翌5時は 

時給1,300円!! 最大 5,000円
皆勤特別手当支給!!

12/21火▶12/22水
ロバパン

2日間
超超短期 ●2日間皆勤で皆勤手当3,000円! ●さらに10月中にお仕事決定で+2,000円!!

ケーキ製造全般

12/20月▶12/23木

時
給

 22～翌5時は 
時給1,263円!! 最大 5,000円

皆勤特別手当支給!!1,010円

ロバパン

ロバパン

いちごのケース詰め

4日間
超短期

●皆勤手当は3日連続出勤で2,000円、4日で4,000円! ●さらに10月中にお仕事決定で+1,000円!!

こちらからも
ご応募出来ます♪

勤務先▶千歳市泉沢工業団地
仕　事▶事務所の日常清掃
資　格▶車通勤できる方、未経験者歓迎
給　与▶時給900円
時　間▶ 8:30～10:30（実働2h） 

※金曜は近くの仮設トイレの清掃が有（＋30分）
勤　務▶火･金曜（週2日）
待　遇▶労災保険、交通費規定支給、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｡

★引継ぎは親切に指導いたします

千歳 パ 清掃

お仕事
ファイル

体力

気遣い度

コミュニケーション能力

老人ホームなどの施設や個人宅にて介護業務を行う職業。主に食事や排泄
などの手助けする身体介護と、家事全般のお手伝いをする生活援助を行う。

あったら
いいかも
資格

あったら
いいかも
スキル

生
活
を
支
え
、心
と
身
体
も

ケ
ア
す
る

●初任者研修修了以上

介護士・ヘルパー

おおやファーム株式会社 ★会社見学も受付中
〒066-0011 千歳市駒里2297

まずはお電話のうえ、写真付履歴書を郵送ください。

☎0123-40-6175 担当/総務 村上 

仕　事▶ 豚が快適に過ごせる環境を整え、順調に発育する
ように管理するお仕事です。適性に合わせて①繁
殖部門②肥育部門のいずれかに配属となります。 

資　格▶要普通免許
給　与▶ 月給205,000～235,000円＋諸手当
時　間▶ ①7:30～17:00　②7:00～16:30
休　日▶ 週休2日（シフト制）　
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、車通勤可（無料駐車場有）、

交通費実費支給（月24,500円まで）、昼食代補助
制度有、賞与年1回、試用期間6ヶ月、再雇用制度
有（65歳まで）、福利厚生倶楽部（リロクラブ）

2

最先端の豚舎設備と管理技術を導入し、
クリーンで女性も働きやすい職場を目指しています。

★好評の霜降りブランド豚「う米豚（うまいとん）」を生産しています。
★農場入退場時にシャワー必須とする等、衛生管理を徹底しています。
★アルバイト（時給1,000円、4～6h勤務）も同時募集！

2

千歳 正 農場管理

資　格▶ 要普通免許
時　間▶7:00～16:00

◆青果部ルート配送業務
ハイエース
使用

千歳市上長都958（千歳市公設地方卸売市場内）
株式会社 恵千フーズ

https://peraichi.com/landing_pages/view/keisen-foods
お仕事紹介ページも是非ご覧ください！▼

資　格▶ 未経験者歓迎、金・土に勤務できる方歓迎
時　間▶6:00～15:00の間で応相談

◆野菜のカット等の加工業務

資　格▶未経験者歓迎
時　間▶ 6:00～15:00の間で終わり時間要相談 

例/6:00～12:00等

◆青果部ピッキング業務

給　与▶時給900円
休　日▶ 日曜、祝日、GW、お盆、年末年始　 

※野菜加工業務は祝日出勤の場合有
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、交通費

規定支給、車通勤可、正社員登用制度有

共
通
項
目

未経験者歓迎!
時間応相談♪

☎0123-40-1010 ［受付］
9～16時

●まずはお電話ください。担当/大道寺

急募!
千歳 パ ルート配送、ピッキング、加工


