
2021年10月15日（金）ちゃんと 10

勤務先▶JR新千歳空港駅
仕　事▶�駅舎内全般の清掃�

（男女・バリアフリートイレ含む）、ゴミの収集・分別、他
時　間▶�①8:50～12:50（実働4h）�

②12:50～19:50（実働6h、休憩1h）�※シフト制
給　与▶�時給895円�

※試用期間3ヶ月有（同条件）
勤　務▶4週6休�※シフト制、応相談
待　遇▶�各社保完備、有給休暇、交通費規定支給、制服貸与

お電話の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。担当/安藤

北海道クリーン・システム㈱ 札幌鉄道支店 空港営業所
千歳市美々JR新千歳空港駅舎内■JR北海道グループ

☎0123-45-7160 080-2877-3015

駅舎清掃スタッフ駅舎清掃スタッフ
募集!募集!★女性活躍中!

千歳 パ 清掃

仕　事▶事務所内日常清掃
給　与▶�時給1,000円
時　間▶�9:00～10:30（実働1.5h）
勤　務▶�月・水・金　※祝日はお休み
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可、制服貸与
勤務先▶恵庭市北柏木町3丁目104

★短時間勤務! ★未経験者歓迎!

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。
恵庭市及び近郊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

車通勤車通勤
OK!OK!

清掃スタッフ募集!清掃スタッフ募集!
恵庭 パ 事務所内日常清掃

未経験者歓迎！
研修制度あります♪

MMSマンションマネージメントサービス㈱

電話の上、写真付履歴書持参�※面接は当社または千歳市内

苫小牧市若草町3丁目2-7大東若草ビル4F

～札幌時計台指定管理者～
☎0144-35-1371

◆千歳市文京
期　間▶2ヶ月毎の更新制
仕　事▶�受付、巡回、点検、清掃、草刈、除雪等
資　格▶�65歳以下（定年雇用止めの為）
給　与▶時給889円　※月122,238円
時　間▶�月・火・水・金・土/8:30～15:30、木/8:30～12:00
休　日▶�日・祝、GW、夏季・年末年始
待　遇▶�社保完備、交通費実費支給、制服貸与、車通勤応相談

60歳以上60歳以上
も歓迎!!も歓迎!!

千歳 パ マンション管理員

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☎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!!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

セブン-イレブンジャパン向けパンの
製造をしている会社です。

土日
休み

◆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

パン製造パン製造  
スタッフ募集!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

☎34-6866
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

仕　事▶�新千歳空港内の巡回、他業務
資　格▶�普通(中型)免許、車通勤できる方
給　与▶�月給160,000円〜�※深夜割増含む�

※資格手当有/10,000円迄
時　間▶�日勤/7:30～16:30�

夜勤/16:30～翌7:30���
（シフト交替制）

休　日▶�月7～9日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�

制服貸与、正社員登用制度有

正社員登用有

新千歳空港で働きませんか?

空港施設空港施設
警備員警備員募集!募集!

北海道東急ビルマネジメント㈱
千歳・苫小牧営業所

〒066-0027�千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7�1F

担当/
スズキ☎0123-22-1090

問合せだけでもOK、まずはお電話ください。

千歳 契 空港施設警備員 その他 派 ①ユニットバスの製造・組立・梱包・検査②プラスチック管の製造補助・出荷業務

パート 看護師
仕　事▶バイタルチェックや体調管理､介護業務
資　格▶看護師または准看護師資格
給　与▶�正看護師/時給1,250円〜�

准看護師/時給1,089円〜
勤　務▶週2日～（シフト勤務）
時　間▶�平日/9:00～16:00�土曜/9:00～12:00
休　日▶日曜・祝日、お盆・年末年始
待　遇▶制服有､昇給有､交通費規定支給

〒061-1413
恵庭市本町113-1

デイサービス きたえるーむ恵庭

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。
受付/9～18時
担当/関澤☎0123-25-6207

子育て中のスタッフも子育て中のスタッフも
多数活躍中!多数活躍中!

恵庭 パ 看護師

勤務日数・時間
ご相談に応じます

皆勤賞皆勤賞1ヶ月休まず
がんばろう！

ああ
りり
‼︎‼︎

★�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

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）

配布員配布員募募
集集

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

勇舞1･7丁目

富丘1丁目

稲穂2･4丁目

幸福1･2･3･4丁目

豊里2丁目

寿1丁目

北斗2丁目

信濃2･3･4丁目

新富3丁目

桂木1･3丁目

島松本町2丁目

島松仲町3丁目

恵み野南2丁目

恵み野西6丁目

中島町4丁目

黄金南1丁目

柏陽町1丁目

北柏木町1･2丁目

福住町1･2丁目

緑町1･2丁目

白樺町2丁目

千
歳
市

恵
庭
市

時　間▶�月・火・水曜日/9:00～17:00の間�
（作業内容によって変動有、応相談）

　　　　木・金曜日/1地域、2h程度～
給　与▶�時給900円　　
勤　務▶�週4～5日�※応相談
資　格▶�年齢不問、車通勤できる方
待　遇▶�交通費規定支給�※委細面談にて�

折込チラシの仕分けや
チラシの荷受け火

月

水 チラシの折込、梱包

一週間の主な流れ

300軒程度で、配布地域はその都度変わります。
※詳細は面接の際にご説明いたします！

木

金
　　　　  の配布

仕分け仕分け・・梱包梱包・・配布配布スタッフスタッフ

自分の
ペースで
仕事が
出来るよ！

千歳・恵庭 委 ポスティングスタッフパ 業務スタッフ

〒066-0045�千歳市真々地4丁目9-1

◆販売スタッフ
時　間▶��9:30～16:00（変動有）

◆調理補助、ホールスタッフ
時　間▶��9:30～15:30

【受付/10～17時】
�担当/青柳

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

●主婦（夫） ●土日勤務可能な方 大歓迎!

☎27-0510

まるごと市場まるごと市場
スタッフ募集!スタッフ募集!

扶養内OK

千歳 ア 販売、調理補助、ホール

給　与▶���時給900円〜
勤　務▶����週3～4日、シフト制��
待　遇▶��交通費全額支給、車通勤可、�

エプロン貸与

共通
項目

お客様とお客様と
楽しめる楽しめる
職場です職場です

検索千歳市社協

千歳市新富1-3-5社会福祉法人
千歳市社会福祉協議会 ほっとす

☎42-3133まずは
お電話ください。

詳しくは

［受付］月～土/8:45～17:15　［担当］介護総務係/岡田

デイサービスデイサービス❶看護職員❶看護職員
❷介護職員❷介護職員

資　格▶�看護師または准看護師資格
給　与▶�時給1,140円
勤　務▶週2日程度
待　遇▶通勤手当

❶看護職員　★Wワーク出来ます！

資　格▶�無資格OK
給　与▶�時給920〜1,020円�

※資格に応じて加算有
勤　務▶週3日程度
待　遇▶通勤手当、処遇改善加算有

❷介護職員

時　間▶8:45～16:30（休憩60分）�
勤務先▶祝梅ほっとす�
休　日▶�日曜、他シフト制

共通項目

千歳 パ 看護、介護

完全
歩合制

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

勤務日は相談の上決定。週休2日制も相談可！

タクシー
ドライバー募

集

担当/古瀬☎22-0866
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許�★二種免許取得養成制度有
時　間▶�日勤:例/5:00～16:00　�

★5～8時の間に出勤し、�
　帰庫は出庫から10時間半後�
夜勤:例/18:00～翌5:00�　�
★�18～20時の間に出勤し、�
帰庫は出庫から10時間半後

勤　務▶4勤1休
給　与▶�完全歩合制　日勤/月200,000円〜　�

　　　　　　夜勤/月250,000円〜　�
※入社後1年間は給与保証有(当社規定による）

待　遇▶��各社保完備、入社祝金制度（10万円/規定有）、�
制服貸与、退職金制度、車通勤可（駐車場完備）

千歳 嘱 タクシー乗務員

月200,000円~
月250,000円~

4勤1休4勤1休！！
しっかり稼げる!しっかり稼げる!

日勤
夜勤
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