
2021年12月17日（金） ちゃんと11

勤務先▶�トヨタカローラ札幌㈱総合物流センター
仕　事▶�新車・中古車の洗浄ラインでの車内清掃。掃除機�

がけや、シートの拭き掃除など、簡単な作業です。
休　日▶�日曜・祝日、他シフト制�

（月7〜10日）�
★�GW・お盆・年末年始の長期連休有�
（年間所定休日108日）

時　間▶�9:00〜17:00
給　与▶�時給920円～�

（月22日勤務の場合、月収141,680円以上可能）
資　格▶�要普通自動車運転免許（運転経験1年以上）
待　遇▶�交通費当社規定支給、社会保険完備、作業服貸与、

有給休暇有、能力に応じて昇給有、車通勤可

恵庭市北柏木町3丁目73

まずはお気軽にお電話ください。面接日時をお知らせします。
写真付履歴書をお持ちください。

担当/�三浦・傳法(デンポウ)
☎0123-47-8000

トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター

トヨタカローラ札幌

担当/酒井
☎0123-33-9660

新車 中古車

安心・安定企業で長くお勤めいただけます。
簡単作業! 連休有!未経験者歓迎!

女性女性もも多数多数
活躍中！活躍中！

恵庭 契 洗浄ライン作業

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

休　日▶週休2日
給　与▶�完全歩合制　日勤/月180,000円～　�

　　　　　　夜勤/月220,000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）

ドライブレコーダー･GPS･
防犯ガラス有!!  安心して働ける♪

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

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。
勤務日は相談の上決定。希望収入をお聞かせください♪

タクシードライバータクシードライバー

無理せず働く！無理せず働く！
週休2日制週休2日制

さわやか無線センター

女性ドライバーも積極採用中！
現在3名が
活躍中！ 日勤のみ！

募募
集集

千歳 嘱 タクシー乗務員

〒061-1395
恵庭市恵み野西2丁目3-5

社会医療法人�北晨会

恵み野病院
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-36-7555 受付/9〜17時
担当/看護部長 佐藤

外来看護師 正
職
員

恵み野病院社会医療法人 北晨会

仕　事▶�外来での看護業務全般
資　格▶�看護師免許
時　間▶�平日/8:40〜17:15�

第1・3・5土曜/8:40〜12:15�
※当直（16:45〜翌9:00）月に2回程度有

給　与▶�月217,500～316,000円�
（各種手当含む）+当直手当、残業手当

休　日▶�日曜、祝日、第2・4土曜、他月に1日休み有
待　遇▶�各社保完備、賞与年2回�

（昨年度実績3.95ヶ月分）、�
退職金制度（3年以上勤務者）、
通勤手当（上限45,000円）、�
昇給有、リフレッシュ休暇有、車通勤可

外来看護師地域の中核病院で働きませんか？地域の中核病院で働きませんか？

●日勤のみも相談可能!
●給与は職歴に応じて�
　決定します。

恵庭 正 外来看護師

24時間対応の
院内保育所有! 

子育て世代も安心して働けます。

給　与▶��時給900円～�※高校生/時給889円～�
※試用期間1～3ヶ月有/時給889円

時　間▶�10:30〜20:30の間でシフト制�
例）11:00〜14:00、17:00〜20:00等

勤　務▶週1日〜OK
待　遇▶�交通費規定支給、昇給有、制服貸与、正社員登用制度有

☎46-2221応募

かまど円山�新千歳空港店
千歳市美々新千歳空港ターミナルビル3F

担当/さいとう

★�ランチのみ、ディナーのみ等、�
シフトは応相談！

★�扶養内勤務もOK‼︎

ホール･キッチンホール･キッチン
スタッフ募集スタッフ募集

千歳 ア ホール、キッチン

●まずはお気軽にお電話ください。 

☎0123-48-2800☎0123-48-2800ケイシイシイ株式
会社 千歳市泉沢1007-111

ダイレクトマーケティング部
【受付/9～17時 担当/吉田】

千歳
期　間▶�電話/1月上旬〜長期　�

メール/1月上旬〜5月末
仕　事▶�①電話受付業務�②メール対応業務
給　与▶�時給900円
時　間▶�9:00〜18:00の間で実働6〜8h
休　日▶�月9〜10日�※時期により変動有
勤　務▶�週4日〜
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、�
送迎有（千歳駅）

●フルタイムや 
　土日勤務が可能
　な方歓迎!
●未経験者歓迎! 千歳駅から送迎有!

年明けからの勤務です! 応募はお早めに♪年明けからの勤務です! 応募はお早めに♪

受付事務
スタッフ募集

ア パ 事務
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セイコーマート
恵庭柏木店北恵庭

駐屯地

合同容器

☎0123-35-5880 受付/10〜14時

のハンバーグハンバーグを作っています！

勤　務▶�週1〜5日��
※時間帯は上記範囲で応相談

給　与▶�時給930円��
※3～8時は時給1,163円

待　遇▶�交通費補助有、�
車通勤可（P有)、制服貸与

共
通
項
目

時　間▶3:00〜9:00
◆ハンバーグ製造
時　間▶�3:00〜9:00、12:00〜21:00

◆配送作業（検品・仕分け・ピッキング・出荷）

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡担当/山口

長期長期で働きたい方歓迎!で働きたい方歓迎!

恵庭市北柏木町3丁目160-1
★「北恵庭駐屯地」バス停
　を下車徒歩8分

株式会社アレフ北海道工場

恵庭 パ 検品・仕分け・ピッキング・出荷、製造

毎月アレフのお店で使える
20%割引券がもらえます!

アレフ 北海道工場

【HP】http://tamatsukuri.co.jp/

溶接加工・生産技術職溶接加工・生産技術職 未経験者歓迎‼︎

仕　事▶�大手鉄鋼メーカーの鋼板を、レーザー・プラズマ・�
アセチレン・プロパン・電力を使用し、溶断機で溶断。�
建物の梁・柱材を生産、日産100トン出荷。

資　格▶�未経験者歓迎、来春卒業見込みの高校生も応募可、�
18〜30歳まで（若年層のキャリア形成を図る募集の為）

給　与▶�例:高校新卒/月給167,660円�
※試用期間3ヶ月/日給8,383円

休　日▶土日祝、お盆、年末年始、誕生日休暇有　※年間125日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給（上限3万円迄）、車通勤可、制服
　　　���貸与、昇給年1回、賞与年2回、有給休暇、育児休業実績有
勤務先▶恵庭工場/恵庭市柏陽町3丁目215番地� 札幌市豊平区福住2条1丁目4番1号

まずはお気軽にお電話ください。�
その後、写真付き履歴書をご郵送ください。

☎011-851-9285

玉造株式会社
受付/8:30〜17:30　担当/畑中

★お休み充実　年間休日125日

★新卒者、来春卒業見込みの学生さん
　の応募も歓迎します‼︎

手に職をつけよう♪  男女ともに活躍できます! 55名名 募 集 
恵庭 正 溶接、加工

仕　事▶�フロント業務、客室清掃
資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶�時給889円��

※22時以降/時給1,111円
時　間▶��20:00〜24:00�※シフト制
勤　務▶�週3〜4日
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可

恵庭市恵南24番地398�ホテルアーデン恵庭

まずはお電話ください。面接時履歴書不要です。
（15時以降にご連絡お願いします。）

☎0123-33-2982 担当/金谷

空いた日に働きませんか？
勤務日は相談の上決定します。
予定のない日を有効活用♪

未経験者
歓迎!!

恵庭 ア パ フロント・客室清掃

資　格▶�普通自動車免許、介護福祉士又は介護職員初任者
研修修了（旧ヘルパー2級）以上

給　与▶�週5日勤務/時給1,260円～�
週4日勤務/時給1,200円～�
※いずれも処遇改善手当を含む�
★業績により年1回一時金を支給�★昇給制度あり

時　間▶規定による
勤　務▶�週４〜5日（応相談）�※シフト制
待　遇▶�介護福祉士手当、通勤・車両借上手当、�

社保加入可能（時間数による）※希望者のみ

★有給を取得しやすい！
★未経験者でも安心!!同行いたします♪
ご自宅を訪問し､買い物･掃除･移動等を行うお仕事です。

〒061-1446　恵庭市末広町125番地1

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

ホームヘルパー募集!

時間相談
できます♪

担当/笹川まずはお電話ください。☎0123-33-1120

恵庭 パ 訪問介護員

� 男女ともに活躍中!

(株)東洋実業�恵庭営業所
恵庭市黄金中央1丁目13-11��クレール黄金1F

応募 ☎33-8225 ［担当］
採用係

◆施設警備/車両の入出庫受付、簡単なPC操作有
時　間▶�①9:00〜18:00�②18:00〜翌9:00�

③9:00〜翌9:00�※シフト制
勤　務▶�月14日程度
給　与▶�月給170,000円以上
待　遇▶�社会保険完備、有給休暇、制服貸与、交通費規定支給
勤務先▶千歳市泉沢/TAA北海道会場

170170,,000000円円
月月
給給

以上!!以上!!

千歳 契 施設警備

デザイナー・Macオペレーター募集

まずはお気軽にお電話ください。

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の基本操作が�

できる方（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）�

※月曜は若干の残業があります。

休　日▶日曜、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

仕　事▶�主にIllustrator・InDesignを使用して�
「Q人ナビ」の求人広告制作

給　与▶�時給1,000円
資　格▶�経験者歓迎、InDesign・Illustrator・

Photoshopを使える方�
※Webの知識がある方尚可

時　間▶�10:00〜17:00　※応相談
休　日▶土・日曜、年末年始
勤　務▶月・金曜
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、�

試用期間1ヶ月位有

〒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 デザイナーパ Macオペレーター

◆ デザイナー/正社員 ◆ Macオペレーター/パート

★未経験者も応募可！
★もちろん、即戦力大歓迎！

★主婦（夫）さん歓迎
　時間等ご相談ください！

☎0123-27-0911 《採用担当》
葉多埜・髙橋

あなたのあなたの「好き！」「好き！」をを
活かしませんか？活かしませんか？

グルメファッション

営業営業募集募集

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。

☎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。

エンタメビューティー

千歳・恵庭 正 営業

まずはお気軽にお電話ください。【委細面談】

千歳市桂木3丁目9-28

090-9524-0243
児童発達支援　児童通所支援センター

デイジーハウス

仕　事▶�①児童指導員�
②施設利用児童の送迎（学校･幼稚園･自宅）

資　格▶�要普通免許、保育士資格もしくは障がい者施設
での経験が2年以上ある方尚可

時　間▶�①10:00〜16:00/土曜�
　13:00〜17:30/平日�
②13:30〜17:00

給　与▶�①時給950円～�②時給900円～��
※試用期間1ヶ月/時給889円�
※土日勤務できる方/+100円

勤　務▶�週3〜4日
休　日▶�①日祝�②土日祝、他�※連休有�※応相談
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費規定支給、�

車持ち込みが可能な方は燃料手当支給

送迎送迎&&
児童指導員児童指導員

スタッフスタッフ募集募集

千歳 パ 児童指導員、送迎

★年明けからの勤務も可♪★年明けからの勤務も可♪

普通免許普通免許
でOK♪でOK♪

土曜日出勤できる方 土曜日出勤できる方 
時給+100円♪時給+100円♪

★正社員登用制度有！
◆店内業務全般（レジ・接客・清掃・品出し等）
資　格▶�未経験者歓迎、高校生可
時　間▶�①7:00〜10:00��

②8:00〜17:00�
③17:00〜22:00

勤　務▶�週1日〜応相談
給　与▶�①時給1,125円�②③時給900円
待　遇▶�社会保険有（雇用･労災）、交通費全額支給、

制服有、昇給有、資格取得支援制度有、社員
登用有、社割有、試用期間1ヶ月有（同条件）

勤務先▶�ローソン新千歳空港�
出発ロビー店、到着口店、到着口2号店、�
ゲートラウンジ店、国際線到着口店

新千歳空港内

5店舗5店舗同時募集同時募集★★

短期もOK!

未経験者
歓迎!

ローソン新千歳空港国際線到着口店
千歳市美々�新千歳空港国際線ターミナルビル2F

まずはお気軽にお電話ください。下記住所にて面接をいたします。

☎0123-46-2218 担当/金原

千歳 ア 店内業務全般


	11_q5

