
2021年11月12日（金）ちゃんと 8

恵庭 派 入浴介助

有限会社 イーワークス
人材派遣業 派01-300151 職業紹介 01-ユ-300083

恵庭市京町80番地 恵庭商工会議所ビル1F

お気軽に
お電話ください。

☎0123-33-5555
 info@eworks-jobnet.com

仕　事▶ 介護老人保健施設での入浴介助業務です。 
利用者様を浴場へお連れし、入浴・入浴後のケア
をしリラックスしていただきます。

期　間▶即日～長期
時　間▶9:00～13:00（実働4h）
給　与▶時給1,000円～＋交通費規定支給
休　日▶ 土日祝、年末年始
待　遇▶雇用保険、労災保険完備 
勤務先▶恵庭市

LINE登録
はこちら

★当社スタッフが多数長期で活躍中! 働きやすい!
★1日4h♪土日祝お休み♪人気のお仕事!

入浴介助スタッフ募集! 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
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

千歳・恵庭 正 営業

■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 社会医療法人社団 三草会　千歳桂病院  千歳市蘭越97-2　　http://www.chitose-katsura.or.jp/
☎0123-23-2101 chitose-katsura@sansoukai.or.jp《担当》木戸

詳しくはお問合せください!

仕　事▶ ①病棟看護業務 ②外来看護業務
時　給▶ 正看護師/時給1,500円～ 

准看護師/時給1,200円～
勤　務▶ ①月～金曜 ②月～土曜 ※応相談 

※①は土日勤務できる方も歓迎
時　間▶ ①８:45～17:00の間で応相談 ※短時間OK 

②月～金曜/８:45～17:00 ※応相談　土曜/8：45～13：00

仕　事▶ 病棟介護業務
資　格▶無資格、未経験者OK
時　給▶ 時給900～1,100円
勤　務▶ 月～金曜  

※土日勤務できる方も歓迎
時　間▶ ８:45～17:00のうち応相談  

※短時間OK

看護師 介護職員

メールでのお問合せもOK

JR

千歳 パ 看護、介護

正社員2職種募集!!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭市住吉町
2丁目1-3富士交通㈱
担当/金田一☎0123-33-6271

待　遇▶ 社保完備、試用期間3ヶ月有《共通項目》

トラック
乗務員

〈正社員〉 仕　事▶ トラックでの配送業務
時　間▶ 7:00～16:00  

※早出、時間外勤務有
勤　務▶ 週5～6日 ※シフト制
給　与▶ 4t/月23万円～ 

8tクレーン付き/月25万円～ 
11tクレーン付き/月26万円～

資　格▶ 中型免許

恵庭 正 トラック乗務員、バス乗務員

仕　事▶ 市内循環バスの運転業務 
（マイクロバス以上のバスを使用）

時　間▶ 6:30～22:00の間で 
早番・遅番有（実働8h）

勤　務▶シフト制
給　与▶ 月給20～26万円 

（時間外含む）
資　格▶ 中型二種又は大型二種保持者

バス
乗務員

〈正社員〉

女性も
活躍
できる!

☎0123-26-5061受付/14～18時 
担当/浅野、山川

まずはお気軽にお電話ください。

正社員募集
仕　事▶ ①仕込み、調理全般  

②調理、洗い場等
資　格▶和食調理経験者
給　与▶①月30～35万円 ②月20万円～
時　間▶ 11:00～23:00の間でシフト制

◆ 調理師

仕　事▶ 接客、配膳、会計、片付け等
資　格▶経験者優遇
給　与▶ 経験者/月25万円～  

未経験者/月20万円～ 　 
※委細面談

時　間▶ 13:00～23:00の間でシフト制

◆ ホールスタッフ

休　日▶日曜、祝日を含め月6～8日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

各種手当有、制服貸与

共通
項目

千歳市幸町
2丁目3-2

千歳 正 調理、ホール

◆ クリーンコーポレーションでは、スタッフの皆様が
長く働けるように様々な改善に取り組んでいます。

勤務先▶千歳市平和(新築物流倉庫)
仕　事▶ 常温倉庫または冷蔵倉庫にて、

ハンディターミナルを使用し、
商品の検品やピッキング、商品
の移動・詰め替えなど

資　格▶ 土日祝勤務できる方、 
長期勤務できる方歓迎

給　与▶時給1,100円 　 
時　間▶5:00～14:00、7:00～16:00

勤務先▶千歳市美々(新千歳空港) 
仕　事▶ 空港内で、店舗への商品の配達 

（台車使用）
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶  時給1,100円　
時　間▶ 5:30～14:30 

（実働8h、休憩1h）
《共通項目》
期　間▶長期
勤　務▶ 週４～５日程度のシフト制 

※応相談
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

札幌市中央区南22条西6丁目2-25 エムズ南22条 第3ビル4階
㈱クリーンコーポレーション総合ビル管理･労働者派遣事業

(派01-300248)
まずはお電話ください。面接は勤務先で行います。

0120-147-551《受付》平日9:00～18:00

❶倉庫内検品スタッフ ❷商品配送スタッフ

長期で働けるお仕事です‼

倉庫内検品・商品配送

そんな時はLINE公式アカウントを使用して、
オンラインで面接可能！

※ご希望の方は応募時にご相談ください。

面接の予定が
合わない…▶

月収例
時給1,100円×1日8h×月22日勤務
＝月収193,600円

職場見学
  OK！

★ 未経験者･主婦（夫）・フリーター歓迎！
★ 副業・WワークOK‼ ★ 週払い制度有

千歳 派 倉庫内検品スタッフ、商品配送スタッフ

函館市新川町1-24　R4TM新川町 5F
株式会社スピード北海道
一般労働者派遣事業（派01-300425） 有料職業紹介事業（01-ユ-300238）

仕　事▶ 製造装置の操作や検査等の 
軽作業

時　間▶   ①8:30～17:00  
②20:30～翌5:00  
※状況による

勤　務▶ 5勤2休もしくは4勤2休  
※シフト制

給　与▶  時給1,100円～
期　間▶ 3ヶ月更新（長期）
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、 

車通勤可（駐車場完備）
勤務先▶恵庭市戸磯

0120-095-350
まずはお気軽にお電話ください。

JRサッポロビール庭園駅より徒歩10分プ
リ
ン
ト
配
線
基
板
製
造
・
検
査

●難しい仕事はありません
●覚えてしまえば、ルーティン作業

当社HPお問合せフォームからも応募できます

https://speed-hokkaido.jp/

恵庭 派 製造、検査

〒066-0062
千歳市千代田町6-8
平和駅前ビル

仕　事▶ 来客・電話対応、 
専用ソフトによる財務事務等  

資　格▶ 高卒以上、要普通自動車免許、 
基本的なPC操作可能な方（入力程度）

給　与▶ 正/月166,000円～　パ/時給900円～
時　間▶ 正/9:30～18:30　 

パ/10:00～16:00　※応相談
休　日▶ シフト制　※月7日以上　※年間105日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

昇給制度有、賞与年1回、 
各種手当有（資格・役職）、業務には社用車使用

勤務先▶ 千歳市千代田町6丁目8 平和駅前ビル 
売買も! 賃貸も!

株式会社 平和恒産

仕　事▶ プロパティマネジメント 
（物件の運営・管理業務）

資　格▶ 高卒以上、要普通自動車免許、 
基本的なPC操作可能な方（入力程度）、 
業界経験者歓迎、有資格者優遇

給　与▶ 月192,000円～

★キッズルーム有
お子様
連れで
出勤可能!!

●電話連絡の上、写真付き履歴書を郵送ください。
担当/小川☎0123-40-3000

http://www.peace-room.co.jp

管理業務

経理事務

正社員

正社員 パート《お客様へのサービス向上》と、
《働く環境をさらにより良いものにする》
ための募集です。

お
客
様
か
ら
の

「
あ
り
が
と
う
」の

言
葉
に
や
り
が
い
を

感
じ
ま
す
！

★将来の幹部候補を育成します。
★安心の「社員育成システム」を導入

共
通
項
目

千歳 正 管理業務正 パ 経理事務

《共通項目》
仕　事▶客室清掃
時　間▶ 9:00～15:00 

（1日3h～お好きな時間で勤務可能）
給　与▶時給1,000円
勤　務▶週2日～OK
待　遇▶ 社保完備（勤務による）、制服貸与、有給休暇

客室清掃
千歳市ホテル2棟同時募集

スタッフ募集!!

札幌市中央区北2条西2丁目26番地　道特会館5F
0120-278-088C・TEC株式会社 札幌営業所

勤務先

JRINN千歳❶ JR千歳駅のすぐとなり！
千歳市末広6丁目

❷ベストウェスタンプラスホテルフィーノ千歳
千歳市千代田町3丁目13
JR千歳駅から徒歩5分！

時
給1,000円!!

高校生も
ご応募
ください！

学生さん
も歓迎!!

扶養内
勤務OK!!

即面接･
即勤務OK!!

千歳 ア パ 客室清掃

青果 12/27～31 8:00～16:00（休憩1時間）時給1,100円 -

【水産】寿司製造

12/23～26 7:00～12:00

時給1,100円 -
12/31

5:00～13:00
（休憩1時間）

13:00～17:00

さしみの盛り付け･パック 12/31 7:00～11:00 時給1,100円 -

肉の盛り付け・品出し
12/22～24 8:00～16:00 

（休憩1時間） 時給1,000円
-

12/27～31 -

オードブル盛り付け

12/24 7:30～13:00 
（休憩30分） 時給1,100円

-
12/25

12/24～25 7:30～16:00（休憩1時間） -

12/30 0:00～6:30（休憩30分） 時給1,600円 高校生不可

【デリカ】寿司製造
12/31

5:00～12:00 
（休憩1時間）

時給1,100円

いずれか
の時間 
でも可

7:00～15:00

9:00～18:00

1/2 7:30～13:00 -

【デリカ】年末商品の品出し 12/30～31 7:30～16:00 時給1,100円 -

【水産】寿司製造 12/31
5:00～13:00
（休憩1時間） 時給1,100円

-

13:00～17:00 -

さしみのつま盛り 12/30 3:00～７:00 時給1,600円 高校生不可

肉の盛り付け・品出し 12/15
～1/15 8:30～13:00 時給1,000円 週4日程度

オードブル盛り付け 12/30 1:00～5:00 時給1,600円 高校生不可

【デリカ】寿司製造 12/31

6:00～15:00
（休憩1時間）

時給1,100円
いずれか
の時間 
でも可

6:00～10:00

10：00～15：00

さしみのつま盛り 12/31 6：00～11:00 時給1,000円

オードブル製造 12/31 5:00～8:00 時給1,100円

寿司製造 12/31 7:00～14:00
（休憩30分） 時給1,000円

《共通項目》  時　間▶表参照　給　与▶表参照 
 待　遇▶ 制服貸与、マイカー通勤可 

（原付・バイク不可）

募集中ですよ～!!今年も!!
年末臨時アルバイト

☎26-6660

千歳市日の出1丁目1-66
千歳店

応募

応募

☎23-7667

千歳市勇舞8丁目1-1
長都店

学生さん大歓迎!! Web応募
はコチラ

千歳・恵庭 ア パ 店内業務

［応募］ご希望の店舗に電話連絡の上、履歴書をお持ちください。（担当/店長）

恵庭店 恵庭市本町210

☎33-1122
応募

店 舗 仕 事 期 間 時 間 給 与 備考

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32


