
2021 年 12 月 17 日（金）ちゃんと 12

期　間▶2022年︎1月中旬～長期
仕　事▶�プリントの採点、指導の補助、他
資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶時給900円
時　間▶��14:00～19:00の間で実働2h程度～��

※応相談
勤　務▶�月・木
待　遇▶�車通勤可

千歳市みどり台南3丁目14-19�みどり会館内

まずはお気軽にお電話ください！

090-1381-7188
公文式 みどり台教室

受付/10～17時
担当/川口

公文式教室OPEN!!

新規スタッフ募集
子ども好きな方大歓迎！

千歳 パ 採点スタッフ

一緒に新しいお店を盛り上げてください!

仕　事▶�ホール業務、調理補助
資　格▶�経験者優遇、�

金・土に出勤できる方歓迎
給　与▶時給940円～
時　間▶��11:00～15:00、17:00～22:00��

※実働3～5h程度�※シフト制
勤　務▶�週2～3日
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与

担当/
佐々木

☎0123-29-7360
090-1936-9479

千歳市幸町2丁目7まる山 ジンギスカン

オープニングオープニング
スタッフ募集!スタッフ募集!

まずはお気軽に 
お電話ください。

千歳 ア パ 店内業務

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

Qua ity & Discount

千歳市北陽1丁目2-1フードD365千歳店
担当/加々谷☎27-5370

勤務日数・休日応相談!!

学生アルバイト歓迎!

◆レジ◆レジ
時　間▶�①13:00～17:00�

②17:00～21:00
給　与▶�時給899円 

（学生/時給889円～）
勤　務▶週3日～
待　遇▶�雇用保険（勤務時間により加入）、

有給休暇有、制服貸与

千歳 ア パ レジ　

電話連絡の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。担当/田仲
☎0145-26-2800 【受付】平日�9:00～17:30 ※12/29～1/3迄お休み

料理好き料理好きな女性に人気のお店！な女性に人気のお店！
一緒に働きませんか？一緒に働きませんか？

千歳市美々�新千歳空港国内線2Ｆゲート内
Green Pockets（北海道興農社）

仕　事▶�サンドイッチや惣菜パンの調理、盛り付け、食材の仕込み等。�
家庭料理の調理ができればOK！他、レジ打ち、品出し、ソフト
クリーム販売など。商品数が少なくシンプルなので、簡単です！

資　格▶�未経験者・経験者共に歓迎
給　与▶�時給920円～ 

※20:30以降は時給1,200円 
※試用期間（最大3ヶ月）/時給890円

時　間▶�7:30～21:30の間で実働7.5h、休憩1h�
①7:30～16:00�②10:00～18:30�③13:00～21:30

休　日▶��月8～10日以上�★希望に応じます！
待　遇▶�各種社保完備、交通費規定支給、車通勤可（駐車場代補助有）、�

館内社員割引有、制服貸与、昇給有、有給休暇
勤務先▶�Green�Pockets（新千歳空港国内線ゲート内）

キッチン・販売キッチン・販売

★月収例/151,800円+交通費 
（時給920円×1日7.5h×月22日＋交通費）

◆感染症対策…�検温、除菌、アルコール消毒、マスク、手袋着用、�
健康管理のチェック（勤務時に表に記入します。）

未経験者未経験者
大歓迎!大歓迎!

スタッフ募集‼︎スタッフ募集‼︎

家庭料理が家庭料理が
出来ればOK!出来ればOK!

千歳 ア パ 調理、販売
歯科衛生士《正社員》
資　格▶�専門学校卒以上、�

ブランクがある方も大歓迎
給　与▶�月給220,000円～  

※試用期間3ヶ月有/時給970円 
※暖房手当等別途支給

資　格▶�未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶�月給170,000円 

※試用期間3ヶ月有/時給890円 
※暖房手当等別途支給

〒061-1376�恵庭市恵み野里美2丁目15

☎0123-29-4618
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

http://www.megumino-fdc.com

歯科助手《正社員》

時　間▶�月・火/9:30～20:30�※実働9h�
水/9:30～20:30�
金/9:30～18:30�
土/9:30～13:00�
日/9:30～17:00

休　日▶�週2日午前、木曜、第2・4土曜、祝日、�
お盆、年︎末年︎始

待　遇▶�社保完備、昇給年︎1回、賞与年︎2回、�
交通費全額支給、制服貸与、車通勤可、�
試用期間3ヶ月有

共
通
項
目

恵庭 正 歯科衛生士、歯科助手

株式会社道央環境センター 恵庭市本町27番地

☎0123-34-0740応 募

給　与▶�時給900円
時　間▶�8:00～12:00
勤　務▶月～金の間で週4～5日

◆清掃 《パート》
◉サッポロビール工場

給　与▶時給930円
時　間▶18:00～22:00　
勤　務▶週3日～OK（シフト制）
休　日▶土日祝

◆清掃（手術室） 《パート》
◉我汝会えにわ病院

待　遇▶�社保完備（勤務時間による）、�
賞与年︎2回、制服貸与、交通費規
定支給、車通勤可、有給休暇有

共通�
項目

恵庭 パ 清掃、調理補助

給　与▶�時給930円
時　間▶�5:00～19:30の間で実働4～8h
勤　務▶シフト制�※応相談

◆厨房（調理補助） 《フルタイム/パート》
◉我汝会えにわ病院 フルタイム・扶養範囲内フルタイム・扶養範囲内

選択可選択可

共
通
項
目

応募
社会福祉法人
千歳福祉会

〒066-0066
千歳市大和4丁目2-1

採用担当/中尾�
（受付/9:30～17:30）

介護職員募集正職員･準職員

準
職
員

資　格▶介護職員初任者研修修了者（ヘルパー2級）必須
給　与▶�月154,250円～  

+夜勤手当（10,000円/回)�
※賞与年2回（2.55ヶ月分） 
※介護福祉士手当5,000円

夜勤の可否
対応可能!

資　格▶�介護福祉士（実務経験5年︎以上）
給　与▶�月160,000円～ 

+夜勤手当 4,428円/回 
+資格手当 5,000円 

（年齢・経験に応じて支給） 
※賞与年2回（3.4ヶ月分）

正
職
員

扶養・住宅・
寒冷地手当
支給

☎0123-49-6805☎0123-49-6805

施設の雰囲気や仕事内容、待遇等知りたい事、
お話しさせて頂きます。当法人が気になる方‼

まずはお気軽にお電話ください！

仕　事▶入居者様の介護・生活介助・生活部門の整理等
時　間▶�日勤/7:00～19:00（実働8h、休憩1h）�

夜勤/�17:30～翌9:30（実働14h、休憩2h）��
※月4～5回

休　日▶�週休2日制�※年︎間休日120日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、有給休暇有�

処遇改善手当81,000～100,000円（偶数月支
給）、退職金制度（共済会あり）

勤務先▶�特別養護老人ホーム　暢寿園�
（千歳市富丘2丁目7-5）

特別養護老人ホーム やまとの里（千歳市大和4丁目2-1）
のスタッフも同時募集!

千歳 正 準 介護職員

仕　事▶�大手ビール工場にてフォークリフトで
缶等の資材受入や、製造ライン補助作業

資　格▶フォークリフト免許
時　間▶�7:30～16:30、7:50～16:50�

※業務状況による
休　日▶�土日（会社カレンダー）�

※平日休みの場合も有�
※月20日程度の稼働

給　与▶時給1,200円
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可（駐車場完備）
勤務先▶恵庭市戸磯

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

仕　事▶�物流設備の点検・修繕工作
資　格▶経験不問
時　間▶�9:00～18:00（週40h相当）��

※シフト制（勤務時間変動有）
休　日▶�週休2日�※シフト制
給　与▶�月給19～40万円（経験等による）
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可（駐車場完備）
勤務先▶江別市�※直接雇用（職業紹介）

JRサッポロビール庭園駅より徒歩10分長期安定

【派遣】フォークリフト作業員 【派遣】プリント配線基盤製造･検査

【契約】物流設備の点検･修繕工作

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）

0120-095-0120-095-350350
まずはお気軽にお電話ください。 登録だけでもOK!

当社HPお問合せフォームからも応募できます。

https://speed-hokkaido.jp/

正社員正社員
登用登用
制度有制度有

社員社員
登用有登用有急募!!急募!!

恵庭・その他 契 点検・修繕工作派 フォークリフト作業、製造・検査

仕　事▶ホテル等へ、リネンのルート配送
資　格▶�未経験者歓迎、高卒以上、�

要普通免許（平成19年︎6月以降免許取得者は�
要中型免許、AT限定不可）

給　与▶�基本給160,000円 
※特殊手当/10,000円

時　間▶�5:00～14:00��※休憩1h�
※残業有（月20～30h程度）

休　日▶シフト制
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可

★ホテル配送業務拡大のため増員 千歳支店

2・4t箱車ドライバー2・4t箱車ドライバー
募集中!!募集中!!

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
委細面談にて決定致します。 

千歳支店 〒066-0077�千歳市上長都1050番地1

☎0123-24-2126
【受付】9～17時

千歳 契 2・4t箱車ドライバー

●決められたルートの配送・送迎です♪
●未経験者歓迎!

勇払郡安平町早来源武275

行こう！ いいホース

0120-0120-15-114315-1143
応 募

面接日は相談の上決定します。
まずはご連絡ください！

寝ワラの交換

年2回
ミニボーナス

支給

アーモンドアイ、ディープインパクト、
ジェンティルドンナなど、

多くの名馬を輩出している競走馬牧場です。
未来の名馬たちの暮らしを支えるお仕事に、 

興味ありませんか？

仕　事▶�ⓐ馬が別棟にいる間に、敷いて�
　あるワラを取り替える作業�
ⓑエサが入っている器の洗浄�
ⓒ厩舎および厩舎周辺の掃き掃除�
※ⓐ～ⓒを3～4人で分担

時　間▶�6:00～9:00
給　与▶�時給1,000円 

※月収例/月26日勤務の場合、 
　月78,000円

勤　務▶�①週6日�②週5日�※①②選択可
休　日▶�［週6日勤務］�

日曜定休、夏季・冬季休暇�
［週5日勤務］�
週休2日制（日曜、他1日）

待　遇▶�労災保険、車通勤可、交通費規定
支給、夏季・冬季ミニボーナス有、
忘年︎会等のイベント有、定期健康
診断、食堂利用可

勤務先▶�ノーザンファーム早来�
（勇払郡安平町早来源武275）

牧牧場場作業作業
スタッフ募集!!スタッフ募集!!

長期長期で勤務で勤務
できる方歓迎できる方歓迎♪♪ Wワーク

OK！

《週5日 or 週6日 働き方選べます！》

掃き掃除

職場見学職場見学
まずは

してみませんか？してみませんか？

いきなり長期で働くのは心配…　そんな方に！▼

まずは短期の勤務から始めることもOKOKです！です！

安平 パ 牧場作業

★ハウスクリーニングの請負スタッフも同時募集

勤務先▶①千歳市、恵庭市　②留寿都村
期　間▶①長期　②2022年︎1月～
仕　事▶�①清掃・設備作業員（ハウスクリーニング、設備

　施工一式作業）�
②豚舎建設作業員　※社用車で現地へ行き、週1
日帰宅可能。宿泊費・朝夕食代当社負担

資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許、②は長期間働ける方
給　与▶�①時給950円～　 

②日給10,000～12,000円
時　間▶�①9:00～18:00の間で応相談�

②8:00～17:00
休　日▶①日曜日、当社指定日　②日曜日
待　遇▶�各社保完備（勤務時間による）、�

交通費規定支給�

千歳市根志越
68番4号

まずはお気軽にお電話ください。

合同会社シンセリティワーク
080-3262-7692 担当/畠山

千歳・恵庭・他 ア 清掃・設備、建設作業員

正社員 正社員 
登用有登用有

恵
庭
市

島松仲町1・3丁目

島松寿町1丁目

恵み野東5丁目

恵み野南2丁目

恵み野西6丁目

黄金南1・2・4丁目

黄金北3・4丁目

北柏木町1丁目

緑町2丁目

桜町1・3丁目

千
歳
市

長都駅前4丁目

稲穂2・4丁目

清流5丁目

豊里2丁目

寿1・2丁目

信濃2・3・4丁目

栄町1・4・6丁目

真々地1丁目

白樺3丁目

里美4・5丁目

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 ★�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！

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）

皆勤賞皆勤賞1ヶ月休まず
がんばろう！

ああ
りり
‼︎‼︎

年齢不問 短期OK

配布員配布員 募集募集

「生活情報紙 ちゃんと」の
配布員さんの自宅に
荷物を届ける仕事です。

配達員配達員
水曜日水曜日

だけ！だけ！ 週1日
（班長さん）（班長さん）

募募
集集

仕　事▶�「生活情報紙ちゃんと」の配布員
さんの自宅に荷物を届ける仕事
です。

資　格▶�大きめの車をお持ちの方
給　与▶�月11,000円程度 

（配達件数による）
時　間▶�毎週水曜日の2～3h程度�

（担当軒数による）

【募集地域】 
恵庭市 

柏陽町方面

【募集地域】 
千歳市 

北陽・長都駅前 
方面

千歳・恵庭 委 ポスティングスタッフ、配達員
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