
2021年12月24日（金）ちゃんと 10

ヘルプサービスきずな 〒061-1424
恵庭市大町1丁目8-5

【担当】もんま
【受付】9～17時☎39-5100まずはお気軽に

お電話ください。

介護職員募集!!

要普通自動車運転免許

パート正社員 経験者優遇
パート希望は働きながらの
資格取得が可能です!

パートは
無資格
OK

パートは短時間も相談可

介護の仕事
 に興味のある方は是非!

働きながら、当社指定の学校で1ヶ月間
介護職員初任者研修を受講できます！

仕　事▶ 訪問介護の介護職員
資　格▶ 要普通自動車運転免許、介護福祉士（正社員のみ） 

★ パートさんは介護系の資格がなくてもOK！（当
社指定の学校で1ヶ月間の研修を受けられる方）

給　与▶ パ/ ［介護職員初任者研修修了］時給900円～ 
※無資格の方（介護職員初任者研修受講中）も同時給 
［介護福祉士］時給1,000円～

　　　　 正/月給166,000円～ 
※ともに経験年数により考慮致します。

時　間▶ 8:50～17:30 
※パートは上記のうち実働4h程度～（応相談）

待　遇▶ 労災保険、賞与年2回、通勤手当、昇給年1回 
 正職員には扶養手当、住宅手当、介護手当、社会保険有

恵庭 正 パ 介護

丁寧に教えますので、ご安心ください♪
★難しい作業はありません！

〒066-0051　千歳市泉沢1007-53

仕　事▶ 醤油の充填と充填機の運転作業及び 
充填容器の機械洗浄作業や、 
フォークリフト操作による資材・商品等の移動作業。

資　格▶ フォークリフト運転技能者必須、 
マイカー通勤可能な方

給　与▶時給1,000円（試用期間6ヶ月/時給950円）
時　間▶8:00～17:00
休　日▶日・祝日、他（月1回程度の土曜出勤有） ※週5日勤務
待　遇▶社会保険完備、交通費規定支給、制服貸与

北海道キッコーマン㈱

受付/8～17時
担当/小川

電話連絡の上、写真付履歴書を郵送もしくはお持ちください。

☎28-3888

千歳 パ しょうゆ製造作業員

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
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

すぐに働けます! まずはお電話ください。

クリーニングスタッフ募集!

■病院・施設関係のリネン類のクリーニング業

千歳市泉沢1007-207 ☎0123-28-3771㈱北海道シルバーサービス 千歳工場

待　遇▶ 送迎有(千歳市内のみ、応相談）、社保完備、車通勤OK、 
交通費規定支給、昇給有、社員登用有、試用期間有

小～大型の洗濯乾燥機の操作と関連 
業務全般を行います。

時　間▶ 7:00～19:00の間で実働6～8h
勤　務▶ 週4～5日で応相談（土･日曜休み） 
給　与▶時給890円～

洗濯乾燥担当スタッフ

社員希望大歓迎!! 安定して働けます♪
子育てママ応援中!! 勤務時間調整OK♪送迎有!

クリーニング品仕上げスタッフ

時　間▶ 基本8:00～17:00の間で実働6～8h 
※応相談 （例/9:00～15:00、10:00～17:00等）

勤　務▶ 週2～5日で応相談（土･日曜休み）
給　与▶時給890円～

シーツ・タオル等を機械に入れたり、 
手で畳むカンタン作業!!

※マイカー通勤可能な方限定

共通
項目

経験
不問 午後から18時まで働ける方！すぐに働けます♪

20～40代
活躍中!!

 短期も
大歓迎!!

千歳 ア パ 工場作業

◆正社員
時　間▶基本9:00～18:00 ※早出、遅出有
給　与▶ 高校新卒/月給171,730円 

25歳以上、大学新卒/月給201,170円 
※残業手当、深夜割増手当（経験・能力等を考慮） 
※委細面談

休　日▶ 年間105日、月8～10日  
※月の勤務日数による

恵庭市戸磯201-20㈱デザートランド 北海道工場

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡「Ｑ人ナビを
見た」とお伝えください！お気軽にお電話を！随時受付♪

応 募 ☎0123-34-0800

【パート】 ◆洗浄・荷受け ◆製造 ◆衛生
時　間▶ ①9:00～18:00（8:00～17:00） 

②9:00～18:00
給　与▶ 時給970円
勤　務▶シフト勤務可能

恵庭 正 ア 製造パ 洗浄、荷受け、製造、衛生
【正・ア】 洋生菓子の製造全般 

（商品の仕分け・出荷作業、製造準備等も有）

◆アルバイト
時　間▶ ①17:00～22:00  

②7:00～12:00
給　与▶ 時給1,050円
勤　務▶ 月12～15日 ※年中無休のため、シフト制

資　格▶ 未経験歓迎
待　遇▶ 各社保険完備（勤務時間による）、昇給年1

回、有給休暇制度、産後休暇、育児休暇、制服
貸与、車通勤可、交通費規定支給、 
正社員のみ賞与年2回、 
退職金制度（勤続5年以上が対象）

全
体
共
通
項
目

長期

長期

仕　事▶ 仮設材、建築資材の運搬
資　格▶ 未経験者可、仮設材運搬経験者、 

要大型免許、小型移動式、 
クレーン資格、玉掛け資格

時　間▶ 8:00～17:00（休憩1h、運行計画により変動有） 
※月平均10～20hの時間外有

休　日▶ 土、日、祝、GW、お盆、年末年始 
※月平均1～2日の土曜出勤有

待　遇▶ 時間外手当、休日出勤手当、燃料手当、長距離手当
（200km以上）、夜間手当（22時以降）、各社保完備、 
車通勤可、昇給有、退職金制度有

共
通
項
目

◆8tユニック運転手/正社員 
給　与▶ 月給251,016～263,750円  

※固定時間外35h含む 
※試用期間（最長3ヶ月）/日給10,400円

◆11tユニック運転手/正社員 
給　与▶ 月給265,023～280,050円 

※固定時間外35h含む 
※試用期間（最長3ヶ月）/日給10,400円

8t･11tユニック運転手資格を
活かして働こう！

受付/9～16時
担当/池田☎011-377-4931

まずはお気軽にお電話ください！

北広島市輪厚431-1
北一運輸株式会社

Kitaichi Transportation Co., Ltd.

経験者 
優遇いたします

一
緒
に
頑
張
り
ま
し
ょ
う
！

未来を築く
お仕事です！

北広島 正 8t･11tユニック運転手

未経験でも可!!

◆ 病院清掃/千歳市蘭越97-2 ★バス停徒歩1分
時　間▶ 13:00～16:00
給　与▶ 時給900円＋交通費規定支給
勤　務▶ 水曜＋2日（自由） ※週3日 

※日曜･祝日は休み
期　間▶2月～勤務開始
待　遇▶車通勤可、制服貸与、休憩室完備

清掃員

㈱清
せ い  ふ う  ど う

風堂 札幌市東区北16条東1丁目
2-15 グランメールアサヒ1F

採用係☎011-748-6868
まずはお気軽にお電話ください。

明るく、働きやすい、定着率の良い職場です!
1人でもくもく働くお仕事です♪

シニア・ 
WワークOK

見学OK!!2月～
  勤務開始！

千歳 パ 清掃

 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

170,000円月
給

以上!!

千歳 契 施設警備

給　与▶ ［正職員］月給145,000～249,000円 
［パート］時給950円

時　間▶ ［正職員］8:45～17:15 
［パート］応相談

休　日▶土日祝、年末年始
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、 

車通勤可、無料駐車場有、退職金制度有
勤務先▶ 向陽台病院〈療養型〉（千歳市若草1丁目10-11）、 

千歳第一病院（千歳市東雲町1丁目11）

医療事務員

☎23-4111 12/30～1/3は
お休みです。

パート勤務は

勤務時間・日数
応相談!!

★ 看護師・看護助手も 
同時募集中！
問い合わせだけでもOK！【担当】斉藤

医療法人同仁会

千歳第一病院
千歳市東雲町1丁目11 https://www.dojinkai-group.com/

正社員
パート

千歳 正 パ 医療事務員

お仕事
ファイル

体力

きれい好き度

コミュニケーション能力

駅やオフィスなど施設内の清掃、ゴミ回収を行う職業。他にも病院では専用
器具の清掃や、ホテルではシーツやタオルを交換なども行います。

あったら
いいかも
資格

あったら
いいかも
スキル

黙
々
と
作
業
す
る
の
が
好
き
な
人
に

オ
ス
ス
メ

清掃員

なし

千歳市恵庭市

みどり台北１・２丁目

長都駅前4丁目

北光5・6丁目

北陽２・３丁目

稲穂２・４丁目

清流５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

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

中島町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

桜町１・３丁目

白樺町2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1ヶ月休まず
がんばろう！

あ
り
‼

年齢不問 短期OK

配布員 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
水曜日
だけ！ 週1日
（班長さん）

募
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

資　格▶ 経験不問、車通勤できる方、高卒以上、 
40歳以下(キャリア形成を図る募集の為)

給　与▶ 月給260,000円～　 
※試用期間6ヶ月(短縮有)/日給9,000円

◆食肉の整形(豚肉の脂肪を取り除く）、 
　包装(肉の袋詰め、コンベアーにのせる）等、 
　商品の流れを管理
資　格▶ 経験不問、車通勤できる方、高卒以上、 

50歳以下(キャリア形成を図る募集の為)
給　与▶ 月給220,000円～　 

※試用期間6ヶ月(短縮有)/日給9,000円

◆食肉の脱骨 
　(流れ作業の為、一人の作業量は少なめです。）

札幌市東区北47条
東17丁目1-32-701 ㈲道央興産

☎011-786-0344
090-9435-2663

まずはお電話ください。面接は勤務先にて行います。

受付/8～16時
担当/すぎぶち

月収例（食肉の整形等）

千歳からの通勤で
扶養家族2名、
残業月5hの場合

26万円
以上可能！

月収例（食肉の脱骨）

千歳からの通勤で
扶養家族2名、
残業月5hの場合

30万円
以上可能！

食肉
加工
スタッフ募集！

1日体験
OK!

単純作業！ 
モクモク・コツコツ 
活躍できます♪

★食肉加工スタッフ/パートも同時募集
時　間▶ 9:30～14:30の間で応相談 

6:40～16:00の間で2h～OK！
給　与▶ 時給1,100円 

※スタートからラストまで勤務してくれる方は、時給1,200円

包装・真空・箱詰め 
などの単純作業

時　間▶ 平日/6:40～16:00（休憩80分） 
土曜/6:40～12:40（休憩60分） 
※残業月平均5h程度  
※3ヶ月単位の変形労働時間制

休　日▶ 週休2日制 
（日曜・祝日定休、他会社カレンダーによる）

待　遇▶ 各社保完備、交通費実費支給（上限28,000円)、 
昇給有、賞与年2回、制服貸与、車通勤可（無料 
駐車場有）、有給休暇、社員食堂有、福利厚生、他

勤務先▶ ㈱北海道畜産公社 早来工場内 
（勇払郡安平町遠浅695番地） 
★千歳からは車で20分程度、苫小牧からは 
　30分程度と通いやすいです。

共
通
項
目

事前に
職場見学 
可能！

安平 正 食肉加工


