
2022年4月1日（金）ちゃんと 10

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）

年齢不問 短期OK

配布員募
集

島松本町3丁目
島松仲町3丁目
島松寿町1丁目

中島町4・6丁目
黄金南2・4丁目
北柏木町1丁目
有明町3・5・6丁目
大町1・2丁目
文京町4丁目

美咲野3・4・5・6丁目
和光町2丁目
駒場町1丁目

みどり台南2・3丁目
長都駅前1・4丁目
北光1・5・6丁目

北陽2・3丁目
富丘4丁目
稲穂2丁目
住吉3丁目

錦町1・2・3・4丁目
真々地1丁目
若草1丁目
白樺3丁目

文京4・5・6丁目

恵
庭
市

千
歳
市

皆勤賞1ヶ月休まず 
がんばろう！

あ
り
‼

★ 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！

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

自分のペースで
仕事が出来るよ！

配布員

キャンペーン‼
の 増員

※4月末 
 まで

◆面接に来てくれた方全員に

ティッシュ プレゼント！箱5

春

お友達同士や親子での 
応募も大歓迎！

水曜日だけ！

配達員（班長さん）

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。

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】 
千歳市 

自由ヶ丘方面

【募集地域】 
恵庭市 

北柏木方面

千歳・恵庭 委 ポスティングスタッフ、配達員

《共通項目》
期　間▶ 4月スタートの5月末まで
資　格▶ 交通機関が無い為、車で通える方歓迎 

※恵庭市内送迎有、応相談

給　与▶時給930円～
時　間▶  8:00～17:00の間で応相談 

（昼休憩12:00～13:00）
休　日▶日曜日（希望休みは対応可能）

◆野菜苗・花苗の定植、出荷までのハウス内作業

給　与▶時給1,000円
時　間▶ 8:00～17:00（昼休憩12:00～13:00）
休　日▶日曜日（希望休みは対応可能）

◆苗の生産・配送作業 
　《体力に自信のある方歓迎!!男性スタッフ活躍中!!》

有限会社 中央園芸
〒061-1403 恵庭市中央164番地

短期のお仕事！
苗の生産から出荷までのお仕事です

勤務時間帯ご相談ください！
9：00～12:00、8:30～12:00、
9:00～15:00など

例

初めての方・ブランクある方も歓迎!!

お気軽にお問い合わせください。
受付/10～16時(月～金）
担当/桑山☎33-3303

希望休み対応します♪

恵庭 期 苗の定植・ハウス内作業、生産・配送作業

トヨタレンタ専属人材採用会社
(有)アトムプロジェクト
〒062-0041 札幌市豊平区福住1条1丁目10-1

仕　事▶ レンタカーの敷地内での移動
資　格▶ 要普免（AT限定） 

年齢不問、未経験者歓迎、大学生OK!
給　与▶時給1,100円
時　間▶ 8:00～20:00の間で希望の8h 

※短時間も応相談
勤　務▶ 土日限定の勤務、月3日～OK
待　遇▶ 車通勤可、交通費規定支給、 

WワークOK
勤務先▶ トヨタレンタカー内洗車棟 

（千歳市美々758番地）

採用係☎011-836-9095

まずはお電話ください。webからの応募も可能です。
※勤務先にて面談致します。履歴書は不要です。

アトムプロジェクト　バイト 検 索

土曜だけ・日曜だけOK !

1,100 円

平日のみ働ける方も同時募集！
1,000時給 円 時給 889円例 実働8h 実働6h以内

接客無し!! 時給

千歳 ア レンタカーの移動

食事補助有!!

株式会社ニュー三幸 小樽市稲穂1-3-6
サンモール1番街

Since1954

期　間▶4/16オープン～11月中旬
資　格▶ 公共交通機関がない為、車通勤できる方
給　与▶ ①時給950円～  

②④時給900円～  
③時給1,200円～ 
※③は試用期間2ヶ月有/時給1,000円

時　間▶ (a)6:00～12:00 (b)9:00～16:00 
※その他6:00～18:00の間で6h勤務

勤　務▶ 週3～5日 ※応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、 

食事補助有（1食220円）
勤務先▶  恵庭カントリークラブ クラブハウス内 

レストラン（恵庭市盤尻53番地2）

【受付/9～17時】
 ※12～14時は除く

まずは、お気軽にお電話ください。
☎0136-58-2021

①レストラン接客 ②調理補助・洗い場
③調理スタッフ（調理師免許保有者）④コース売店スタッフ

恵庭カントリークラブの

ゴルフ場レストラン

恵庭 ア パ 接客、調理

店内業務スタッフ募集♪
接客経験者大歓迎♪

恵庭農畜産物直売所 かのな 恵庭市南島松817-18
☎0123-36-2700
電話連絡の上、面接いたします。担当/新保

資　格▶ 土日・祝日勤務できる方歓迎
仕　事▶ 販売レジ・接客、パッケージ詰め、 

PC入力業務等
給　与▶ 時給890円
時　間▶ 8:00～17:00（実働8h） ※残業有 

※時間応相談
勤　務▶ 週5日 ※応相談
待　遇▶社保完備
勤務先▶ 恵庭市南島松817-18 

（道と川の駅 花ロードえにわ敷地内）

女性が
元気に
活躍中!!

恵庭 パ 店内業務

未経験者でもOK！

〒066-0023　千歳市寿1丁目6-3

【受付/9～18時】
担当/杉本

まずはお気軽にお電話ください。

☎24-9262
（有）道央グリンサービス

仕　事▶  公園の維持管理（樹木の剪定、草刈）、 
一般住宅の外構・庭設計、施工等の業務、 
冬期は除雪等

資　格▶ 要普免、未経験者歓迎
給　与▶ 正社員/月給200,000～280,000円 

　　　 ※試用期間有 
パート/日給9,000円～

時　間▶ 8:00～17:00
休　日▶  日曜、祝日、GW、お盆他
待　遇▶  雇用、労災、建設国保加入

千歳 正 パ 公園の維持管理
◆集配ドライバー/正社員
仕　事▶ 決まったルート集配になります。最初は1週間程

度、寄り添い丁寧にご指導致しますので、ご安心く
ださい。

資　格▶要普通免許、未経験歓迎
時　間▶ 8:20～16:20（実働7ｈ） 

※週3日程度、残業有
給　与▶  月給/200,000円以上+各種手当　 

※固定残業手当20時間分、30,000円を含む 
超過分は別途支給　※昇給有

休　日▶ 日曜、祝日、他

◆軽作業スタッフ/パート
子育て中、シニアの方歓迎！ 
フルタイム、午前、午後等自分に合わせてお仕事が出来ます！
仕　事▶クリーニング工場での衣類仕分け、たたみ作業
資　格▶扶養内勤務可能、未経験歓迎
時　間▶ ①8:20～16:20（休憩80分）　②8:20～12:00

③12:50～16:20
給　与▶時給889円～　　 
休　日▶日曜、祝日、他
《共通項目》
待　遇▶ 各社会保険完備、交通費規定支給、 

車通勤可、駐車場完備、クリーニング代優遇

〒066-0075　千歳市北信濃776-11

くらしの輝き　手から手へ

まずはお気軽にお問合せください。
担当/小池☎0123-23-4251

正社員
募集

パート
募集

千歳 正 集配ドライバーパ 軽作業スタッフ

お仕事
ファイル

体力

集中度

コミュニケーション能力

スーパーマーケットにて接客や管理を行う職業。レジ以外にも日配部門は食
品などの品出しを行い、生鮮部門は精肉・鮮魚・青果の加工などを行います。

あったら
いいかも
資格

あったら
いいかも
スキル

人
と
接
す
る
の
が
好
き
な
人
に

オ
ス
ス
メ

スーパーの店員

なし

給　与▶ ①時給950円～　②時給889円～
時　間▶ ①8:30～16:15（実働7h　休憩45分） 

②10:00～15:00（実働4.5h　休憩30分） 
※多少の残業の場合有

休　日▶ ①週休2日制　※シフト制
勤　務▶ ②週3日～OK 

※ フルで働きたい方（週30h以上）社保加入可、要相談
待　遇▶ 交通費規定支給、社保完備、制服貸与、有給休暇
勤務先▶千歳市幸町5丁目6-1

未経験者OK

札幌市北区北7条西1丁目2-6■ビルメンテナンス業

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
千歳にて面接を実施します。 担当/熊谷

☎011-707-5228
協和総合管理㈱ 札幌支社

ホテルの❶清掃責任者 ❷客室清掃者

車通勤OK

千歳 パ 清掃責任者、客室清掃者

［応募］まずはお気軽にお電話ください。 履歴書（市指定用紙）は当院のHPから取得できます。

市立千歳市民病院
千歳市北光2丁目1-1 ☎24-3000

内線8232
総務課総務係https://chitose-shimin-hospital.jp/

（資格･免許が必要な職種については、 資格証明書等のコピーが必要です。）

看護助手  急募！市立千歳市民病院
仕　事▶病棟での看護補助業務
資　格▶ 経験は問いません
時　間▶ 6:00～21:00 ※実働7h ※シフト制 ※配属先により始業時間が変更となる場合有
給　与▶  月144,606～166,103円 

※ヘルパー、介護士等の資格により賃金加算有
休　日▶シフト制
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、社保完備、車通勤可（駐車場有） 

雇用保険、有給休暇、期末手当、院内保育所利用可能

病棟看護助手 パートタイム 性別は問いません

採用日随時 当直なし！

安心して長く働ける 
職種です♪

千歳 パ 看護助手

〒066-0281 千歳市支笏湖温泉 支笏湖ビジターセンター内

一般財団法人
自然公園財団支笏湖支部

【受付/10:00～15:30】
担当/木林・佐々木

まずはお気軽にお電話ください。

☎25-2453

仕　事▶ 支笏湖駐車場での料金徴収、その他施設内の簡単な
清掃、維持管理業務等　※冬期間（12月～3月）は
勤務日数・時間が少なくなります。

資　格▶ 要普免、年齢不問、車通勤可能な方
時　間▶ 8:30～17:30
給　与▶ 月給150,000円
勤　務▶ 月20日勤務（シフト制） 

※冬期間月7日程度
期　間▶ 即日～翌3/31
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可

千歳 期 駐車場管理

定年退職者
歓迎

親切･丁寧に指導いたしますので未経験者でも安心！

清掃員・湯張作業 募
集

日本管財サービス株式会社
〒066-0015　千歳市青葉8丁目3番1号

担当/高倉☎24-0800応募

仕　事▶簡単な機械操作
資　格▶資格不要、未経験者歓迎
時　間▶ 5:30～9:30 ※実働4h 

（時々0.5hの延長有）
給　与▶時給920円
勤　務▶ 月10日程度 ※年中無休
《共通項目》
勤務先▶ 千歳乃湯 えん（千歳市真々地3丁目）
待　遇▶ 労災保険、制服貸与、 

交通費規定支給、車通勤可

仕　事▶男女脱衣所･浴場内の巡回清掃
資　格▶未経験者歓迎
時　間▶ ①13:30～21:50（実働3～4.5h） 

②17:20～21:50（実働4.5h）
給　与▶時給920円～ ※17:20～は時給960円
勤　務▶シフト制 ※時間日数要相談 ※年中無休

◆清掃

◆機械操作（湯場の湯張作業）

千歳 パ 清掃、湯場の湯張作業


