
2021 年 12 月 10 日（金）ちゃんと 12

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20 第12ふじやビル4F

清掃兼受付
スタッフ募集‼︎

急募

☎22-5280 採用係

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

給　与▶ 時給889円　 
※ 月収例/889円×7h×12日 

＝74,676円
時　間▶ 8:45～17:15　※実働7h
勤　務▶ 月12日（シフト制） 

※友引、元日はお休み
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、 

車通勤可（車通勤の方が通いやすい 
場所にあります。）

勤務先▶千歳市葬斎場/千歳市根志越1365

 主に施設の日常清掃、他、ペットの 
火葬受付やご遺族様への案内業務

千歳 パ 清掃、受付

仕　事▶ 事務所内の清掃、 
敷地内の雑草取り等

資　格▶車通勤できる方
勤　務▶月～金
給　与▶1日1,300円
時　間▶8:30～10:00くらい
待　遇▶交通費規定支給

まずはお気軽に
お電話ください。 ☎0123-27-0911

千歳市北斗4丁目13番20号

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

★きれい好きな方歓迎！

久しぶりの
募集です！ 清掃員募集!!
千歳 ア 清掃

こんなこんな
資格資格

あった
んだ！

あった
んだ！

知って知って
トクトクす

るする

食育の知識が取得できる資格。
食育とは､食に関する知識などを取得し、健全な食
生活を実践できる人を育てる事です。
食品を扱う仕事はもちろん､教育の現場でも役立て
られます。
また､お子さんに食
事のマナーや栄養の
ある食事を教えるこ
とができるので、主
婦(夫)の方にも注目
を集めています。

食育実践プランナー

仕事でも！
仕事でも！

家庭でも！
家庭でも！

◆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

パパンン

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

パンがパンが
良い匂い♪良い匂い♪

恵庭 パ 製造

仕　事▶ 小・中・高校生の学習指導、 
英・数（算数）・国・理・社のうち1教科から
OK。(複数科目指導できる方優遇)、教室運
営の補佐業務も有（事務給支給/時給889円）

資　格▶ 大学・短大・専門学校卒もしくは在学中の
学生、社会人・フリーター・主婦（夫）も歓迎

給　与▶ コマ給/1,642円 
※他、日次手当有（委細面談）

時　間▶平日/ 15:00～16:40、16:40～18:20、    
18:20～20:00、20:00～21:40

　　　　土曜/ 15:00～16:40、16:40～18:20、
18:20～20:00

勤　務▶ 週3日程度
待　遇▶ 交通費規定支給、各種研修制度有、 

昇給年1回（規定有）
応　募▶二次元コードより、ご応募ください。

恵庭市恵み野西1丁目8-3　イーストビル203
お問い合わせ ☎0123-39-6540
恵み野駅前教室 WEB応募はコチラ！

個別
指導の 塾講師塾講師募募

集集

★ 学生・社会人・フリーター・主婦（夫）OK!! ★ 学生・社会人・フリーター・主婦（夫）OK!! 

恵庭 ア 個別指導の塾講師

車両管理員募
集

仕　事▶ 官公庁等の契約先で管理している
車両の運転（送迎）および付随する
清掃・洗車等の管理業務

資　格▶ 普通二種免許保有者
給　与▶ 月162,500～167,500円 

※無事故・皆勤・調整手当含む
時　間▶8:30～17:15 ※残業月5h程度
休　日▶ 土日祝日（完全週休2日）、 

12/29～1/3
待　遇▶ 各種保険完備、交通費規定支給、 

残業手当、作業服貸与、有給休暇
勤務先▶千歳・恵庭市内

㈱大和交通システム 道央支店
恵庭市漁町146番地

まずはお気軽にお電話ください。追って面接致します。

☎0153-74-9810（本社）

千歳・恵庭 契 車両管理員

㈱ヒューマンインプリンク 千歳支社
一般労働者派遣事業/派01-300271
有料職業紹介事業/01-ユ-300107

千歳市柏台南 
1丁目3-1

★�その他、掛け持ち可能な�短時間のお仕事短時間のお仕事�
（施設清掃、送迎）あります！

仕　事▶ ① 食材の簡単な調理、パック詰めや値付け、 
品出し作業

　　　　② 買い物かごの整理、商品の前出し、 
値引札貼り、施錠作業

給　与▶時給1,000円＋交通費　 
時　間▶  ①8:00～12:00（4h） 

②17:45 ～21:15（3.5h）
勤　務▶ ①週4～5日 ※シフト制 

②週3日（毎週火･水･土曜固定）
勤務先▶千歳市

☎0123-25-☎0123-25-32213221
http://www.imp-link.co.jp/

シニア世代シニア世代
歓迎♪歓迎♪

12月10日（金）13：00〜20：00
会場 千歳市民文化センター

（北ガス文化ホール 小会議室2）

当日ご都合の合わない方もお気軽に
電話、HP、二次元コードからお問い合わせください。

お仕事相談会開催お仕事相談会開催惣菜製造惣菜製造&&閉店作業閉店作業 募集‼︎募集‼︎

スーパーでのスーパーでの

★★�お友達同士やご家族連れでのご来場、�お友達同士やご家族連れでのご来場、
お買い物帰りの方もお買い物帰りの方も大歓迎‼︎大歓迎‼︎

★★�ご来場者全員にもれなく��ご来場者全員にもれなく�
2022年卓上カレンダー2022年卓上カレンダープレゼント!プレゼント!

千歳 派 ①惣菜製造②閉店作業

日時

千歳・その他 派 ①セラミック電子部品の製造②プラスチック管の製造補助･出荷③設備保全業務

20代20代
30代30代

40代40代
50代50代

70代70代

60代60代

▲スタッフの年齢構成（イメージ）▲スタッフの年齢構成（イメージ）

東洋ワークセキュリティ㈱千歳営業所
千歳市幸町3-15エレガンスビル4階

■警備事業（宮城県公安委員会認定第22000353号）

仕　事▶ お客様や車両の誘導等
資　格▶ 18歳以上（省令2）、有資格者尚可
給　与▶ 日給8,150～17,150円
休　日▶ 週休2日（他会社カレンダーによる）
時　間▶ シフト制（実働8h）  

★日勤のみ、夜勤のみもOK! 
8:00～18:00、21:00～翌7:00他

★全国に46営業所を展開！

60歳以上の方も多く在籍！

☎0123-29-3203

まずはお気軽にお電話ください。
面接時に写真付履歴書をお持ちください。

採用担当/清水

★�増収・増益昨年対比125%�
�コロナ禍でも安定した仕事量！

★有給休暇の取得率、ほぼ100%！

★�異業種からの転職者多数！�
前職の経験を生かせます。�
（ホテルマン・飲食店・営業マン等、前職は様々）

★�誘導だけが仕事じゃない！　�
あなたの温かい声掛けで�
現場が和む・安心が広がる！�
警備業ってサービス業なんです♪

勤務先▶ 千歳・恵庭市内、近郊 ※現場への直行直帰可能 
例）新千歳空港での車両誘導、 
北海道ボールパークでの車両誘導等、現場多数

待　遇▶ 交通費規定支給、社保完備（勤務による）、 
昇給制度有、賞与年2回、有給休暇、制服貸与、 
法定研修有（6日間・45h/40,005円支給）、 
入社祝い金最大15万円支給（規定有）

◆ 【現場多数あります!!】常駐警備スタッフ　★週2、3日～OK!!　★シニア世代活躍中!!

常
駐
案
件
多
数

元気に活躍中！

千歳・恵庭・他 契 ア パ 常駐警備スタッフ

青果募集
★ 全店、他部門も募集中です。

[応募］希望の店舗に電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。担当/店長 ㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32
●制服貸与 ●交通費規定支給 ●車通勤可

応募

恵み野店
恵庭市恵み野西3丁目1

☎36-2980
Web応募
はコチラ

給　与▶ ［一般］時給893円　［学生］時給890円
時　間▶8:00～12:00　　　　　　
勤　務▶週4日

給　与▶ ［一般・学生］時給890円
時　間▶13:00～17:00　※応相談

給　与▶ ［一般］時給896円　［学生］時給890円
時　間▶ ①13:00～17:00　 

　※8:30～16:00（休憩1時間）も可 
②17:00～21:00

勤　務▶週4日

Web応募
はコチラ

☎26-6660
千歳市日の出1丁目1-66

千歳店

応募

千歳・恵庭 ア パ 青果

Web応募
はコチラ

☎23-7667
千歳市勇舞8丁目1-1

長都店

応募

仕　事▶ レジ打ち、品出し、 
掃除、接客等

給　与▶ 時給900円～
時　間▶ 9:00～20:00 

※時間帯は応相談
資　格▶ 週3日以上働ける方
待　遇▶勤務により社会保険加入可

千歳市新富3丁目10番6号 

まずはお気軽にお電話ください。

ワークマン千歳店作業服、作業用品
ユニフォームの
大型専門店

☎0123-22-0233担当/佐々木

短時間もフルタイムも
未経験の方、祝日・土日働ける方大歓迎!

扶養内勤務OK扶養内勤務OK

千歳 ア 店内業務全般

時間時間
応相談応相談

[正・パ]歯科衛生士
給　与▶ [正]月給220,000円～  

[パ] 時給1,100円～ ※試用期間有/時給970円
[正・パ]歯科助手
給　与▶ [正]月給170,000円～ 

[パ] 時給950円～ ※試用期間有/時給890円

千歳市千代田町7丁目1789
千歳ステーションプラザ5F

採用係☎26-4182応募

事前見学OK事前見学OK

時　間▶ [正社員] 月・火・木/8:30～20:00（休憩90分） 
金/8:30～18:30（休憩90分） 
土・日/8:30～13:00

　　　　　　　   平日（週2日）/14:30～20:00 
金（隔週）/8:30～16:00  
※パートは上記時間内で応相談

勤　務▶ シフト制
休　日▶水曜日、第2・4土曜日、祝日、年末、お盆
待　遇▶ 交通費全額支給、制服貸与、昇給有、 

正社員のみ各社保完備・賞与有、他委細面談にて

共
通
項
目

千歳 正 パ 歯科衛生士、歯科助手

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

☎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

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

笑
顔
が
あ
ふ
れ
る
♪

笑
顔
が
あ
ふ
れ
る
♪

グループホーム グループホーム 北のくにから北のくにから
〒061-1353　恵庭市島松本町4丁目8-25

㈲セカンドライフ

☎0123-37-2985まずはお電話ください。
担当/小野瀬

2020代代〜〜6060代代
みんな大活躍中!みんな大活躍中!

働き方働き方について、について、
遠慮なくご相談ください！遠慮なくご相談ください！

WワークやWワークや
夜勤のみも夜勤のみも
OKOK

◆介護スタッフ
仕　事▶ 入居者様の生活のお手伝い ※残業ほぼなし
資　格▶ 不問、未経験の方大歓迎、 

マンツーマンで指導させていただきます。
給　与▶ 時給900円～ ※試用期間/時給890円
時　間▶ ①7:00～16:00 ②8:30～17:30　 

③10:30～19:30 
④17:00～翌9:00（夜勤/月4～5回有） 
※①～③選択可（シフト制） ※休み希望は応相談

勤　務▶ 週2～5日 ※日数応相談
待　遇▶ 各社保完備、資格手当（試用期間後）、車通勤可、交通費

（月25,000円迄）実費支給、夜勤手当1回5,000円、 
処遇改善手当年3回別途支給、正職員登用制度有

恵庭 ア パ 介護


