
2021年10月22日（金） ちゃんと9

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

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

恵庭 パ 看護師

勤務日数・時間
ご相談に応じます ◆札幌工場（恵庭市戸磯47-7）

資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶ 9:00～18:00、21:00～翌6:00　 

※時間前後要相談
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▶週2日　※シフト制
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

製造

株式会社エフビーエス
〒061-1405　恵庭市戸磯47-7札幌工場

☎31-0900
まずはお気軽にお電話ください。

受付/9～17時 
担当/原田・本間

パン

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。

スタッフ募集

パンが
良い匂い♪

恵庭 パ 製造
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。

★キレイで清潔な環境！ ★冷暖房完備！
◆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 
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

◆駐屯地内食堂調理補助
仕　事▶ 米炊き、下処理、配食、洗い物等
資　格▶ 調理師免許保持者
給　与▶ 時給1,000～1,250円  

※深夜割増有 ※資格手当有
時　間▶ 平日/4:00～13:00、7:00～18:30 

　　 ※選択可（両方出来る方尚可） ※実働7～8h 
土日祝/7:00～18:00

勤　務▶ 月15～20日程度（シフト制） ※要相談
待　遇▶ 社保完備（対象者のみ）、車通勤可、 

交通費規定支給、制服貸与、無料駐車場有
勤務先▶ 島松駐屯地/恵庭市西島松 

(株)エーマーク 千歳市高台2丁目
6-13

電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

☎0123-27-9166
090-9521-9070 担当/西川

恵庭 ア パ 駐屯地内食堂調理補助

㈱日本デイケアセンター札幌支店

無資格･未経験者歓迎‼

お電話またはメールにてご応募ください。《担当/藤田》

☎011-206-8582

勤務先▶千歳市内病院
仕　事▶ 入浴・保清介助、食事介助、体位交換など
給　与▶ 時給1,250円 ※22時以降深夜割増有
時　間▶ 日勤/7:00～20:30（実働8h、休憩45分） 

当直/16:30～翌8:30（月5～7回） 
※勤務時間応相談

休　日▶ 4週8休+祝日相当数
待　遇▶ 社保完備、扶養内勤務可、車通勤可、 

交通費規定支給（上限3万円)、無料駐車場有

sapporo@nihon-daycare-center.co.jp

札幌市中央区大通西8丁目2-39　北大通ビル7F

■労働者派遣業 派13-010809

当直勤務のみ
も歓迎‼

千歳 派 看護助手

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積込作業 （案件No.M-003311）
仕　事▶ S・M・Lなどサイズ別に箱詰めされたものを 

パレットに仕分け・積込をしていただきます。
期　間▶11月初旬～12月中旬（変動有）
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 馬鈴薯の仕分け、積込作業

デザイナー募集

下記住所へ写真付履歴書をお送りください。

★未経験者も応募可！
★ もちろん、 
即戦力も大歓迎！

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の知識がある方尚可

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 《採用担当》葉多埜・髙橋
〒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

千歳 正 デザイナー

1名
募集

千歳市上長都1190-2 東洋インキ北海道株式会社内

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

090-4873-7503
株式会社キタイチロジスティックス 千歳事業所

時間をかけて教えますので、
未経験の方でも安心です!

お休み充実!
年間休日120日♪

仕　事▶ フォークリフトや手作業でのインキ缶 
（1K～200K）の入荷、出荷、検品作業や、 
千歳･恵庭･北広島･札幌･小樽･岩見沢市内
へのインキ缶のルート配送･荷卸し業務

資　格▶ 中型自動車運転免許（AT限定不可）、 
フォークリフト免許、 
60歳以下（定年雇用止めの為　※再雇用有）

給　与▶ 月180,000～250,000円 
※業務により変動有　※委細面談にて

時　間▶  9:00～18:00　※業務により残業有
休　日▶ 土日祝、他、GW、お盆、年末年始 
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、燃料手当、 

年度末手当、賞与年２回、有給休暇、 
退職金共済制度加入

千歳 正 ドライバー兼倉庫管理業務

その他 正 ア パ 鉄筋工

<問い合わせ>☎0123-34-0828　受付時間/平日9:00～18:00

みんな大歓迎です♪

〒061-1442 恵庭市緑町2丁目3-4

こどもプラスの
HPはこちら

写真付き履歴書を郵送ください。《担当》高橋

株式会社 北央商事

給　与▶ 月給250,000～300,000円 
+交通費規定支給 ※経験・資格に応じ決定

資　格▶ 児童発達支援管理責任者又は、 
サービス管理責任者（条件有）、 
要普通自動車免許

◆ 児童発達支援管理責任者

給　与▶ 月給200,000～250,000円 
+交通費規定支給  
※経験・資格に応じ決定

資　格▶ 教員免許（二種も可)、幼稚園教諭、保
育士・児童指導員の免許・資格をお
持ちの方、同様の施設で2年以上勤
務経験がある方、要普通自動車免許

◆ 児童指導員

時給1,000円～ 
★時間・日数応相談

パートも
同時募集

こどもプラス 千歳教室
児童発達支援・放課後等デイサービス

仕　事▶ 個別支援計画の制作（管理責任者）、 
運動プログラムの実施、 
学習のサポート、 
教室全体の管理業務等

時　間▶ 9:00～18:00の間で実働8h 
※休憩1h ※シフト制

勤　務▶ 週5日
休　日▶ 日・祝、他1日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

車通勤可、無料駐車場有、 
賞与有、退職金制度有

勤務先▶ 《こどもプラス千歳教室》 
千歳市長都駅前1丁目6-1

勤務開始日
応相談

共
通
項
目

ブランク
がある方

経験が
浅い方

千歳 正 児童発達支援、児童指導員

悩むぜ！

ニョキ

ニョキ

ニョキ

＼仕事探すなら／

どこに応募しようか…

ほかにもお仕事あり!
Webで見つけよう♬
登録のみも大歓迎!

あなたに近い派遣会社

まずはお電話ください！ 0120-116-377 苫小牧市旭町3丁目7-6グランドール旭町1F

労働者派遣事業 （派）01-301336 有料職業紹介事業 01-ユ-300541㈱ホットスタッフ苫小牧待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、退職金有、交通費
実費支給（上限有）、週払いOK（規定有）

《共通項目》 

ほっとけんさく

★  電話だけの簡単登録もOK！
★3日払い・週払いOK（規定有）★即シフト入り、即勤務OK

★現地での面接もOK!!

今週の厳選求人 をご紹介!!10件

期　間▶11月15日頃～12月末頃まで
給　与▶時給1,000円～
時　間▶ 9:00～17:00（実働7h） 

※時短相談OK
休　日▶日曜、祝日 ※応相談

★短期 ★幅広い年代の方活躍中

1,000円～
時給

ギフトやお歳暮商品の箱詰め千歳

期　間▶長期(3ヶ月以上)
給　与▶時給1,100円～
時　間▶ 7:30～16:30（実働7.5h）
勤　務▶ 週休2日（シフト制） 

※週3日～相談OK

★長期 ★送迎あり！

1,100円～
時給

海鮮弁当の製造千歳

資　格▶フォークリフト免許 学歴不問
期　間▶長期(3ヶ月以上)
給　与▶時給1,200円～
時　間▶  8:00～16:30、20:30～翌5:00 ※2交替制
勤　務▶ 週休2日（シフト制）

★長期 ★長都駅から徒歩10分

1,200円～
時給

カウンターリフト作業千歳

資　格▶クレーン（5t未満)・玉掛け有資格者
期　間▶長期(3ヶ月以上)
給　与▶時給1,200円～
時　間▶8:30～17:30（実働8h）
休　日▶土･日曜、祝日 ※大型連休有

1,200円～
時給

★長期 ★幅広い年代の方活躍中
天井クレーン&機械オペレーター千歳

資　格▶半導体製造経験者
期　間▶長期(3ヶ月以上)
給　与▶時給1,000～1,250円
時　間▶17:00～翌2:00（実働8h）
休　日▶ 土･日曜 ※大型連休有

1,000円～
時給

半導体の製造オペレーター
★夜勤のみ ★年間休日多め
恵庭

期　間▶長期(3ヶ月以上)
給　与▶時給1,100円～
時　間▶8:30～17:15（実働7.75h）
休　日▶ 土･日曜、祝日 ※大型連休有 

※企業カレンダーによる
1,100円～
時給

鋼板の整形
★正社員を目指せる♪ ★男性活躍中！
恵庭

資　格▶ フォークリフト免許、未経験者歓迎、学歴・経験不問
期　間▶長期(3ヶ月以上)
給　与▶時給1,150円～
時　間▶8:00～17:00（実働7.5h）
休　日▶ シフト制

1,150円～
時給

 ピッキング・リフト作業
★長期 ★未経験者歓迎！

恵庭

期　間▶12月末頃まで ※延長の可能性有
給　与▶時給1,100円～
時　間▶ 8:30～17:30、 

9:00～18:00
休　日▶ 土･日曜、祝日

1,100円～
時給

窓ガラスの梱包作業
★短期 ★工場内もくもく作業
恵庭

期　間▶12月末頃まで
給　与▶時給1,000円～
時　間▶ 9:00～18:00、 

13:00～22:00、13:30～18:00
休　日▶ 週休2日（シフト制）

1,000円～
時給

練り物製品の加工
★選べる時間帯 ★年末頃まで
恵庭

期　間▶10月～翌3月末
給　与▶時給1,200円～
時　間▶ 8:30～17:30、 

20:30～翌5:30 ※2交替制
休　日▶ 土･日曜 ※週休2日 ※4勤2休の場合有

1,200円～
時給

★未経験者歓迎 ★選べる勤務地
車部品の製造苫小牧・千歳

千歳・恵庭・他 派 製造、梱包、加工、リフト作業、クレーン操作、製造オペレーター


