
2022年4月1日（金）ちゃんと 12

生活情報紙 「ちゃんと」 の営業スタッフを募集します。

営業募集
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

応　募▶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

正社員
あなたの「好き！」を活かしませんか？

千歳・恵庭 正 営業

千歳市幸町
2丁目3-2☎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。

◆ ホールスタッフ アルバイト

仕　事▶ 接客、配膳、料理説明、片付け等
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給1,050円 

※22時以降深夜割増有
時　間▶ 17:00～23:00の間 

※予約状況による
勤　務▶週3～5日程度
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与

◆ 洗い場・調理補助 パート

仕　事▶洗い場・簡単な調理補助等
資　格▶ 主婦（夫）歓迎、未経験者歓迎
給　与▶ 時給950円 

※22時以降深夜割増有
時　間▶ 17:00～23:00の間 

※予約状況による
勤　務▶週3日程度 
待　遇▶交通費規定支給

ホールスタッフ

スタッフ募集
洗い場・調理補助

未経験者歓迎！

千歳 ア ホールパ 洗い場・調理補助

仕　事▶バス・トラック用リトレッドタイヤの製造
資　格▶ 45歳まで（若年層のキャリア形成を図るため)、 

未経験者歓迎、要普通自動車免許
給　与▶月給164,900～192,700円
時　間▶ 8:00～16:45、16:15～翌1:00 

※何れも実働7.75h　※シフト制
休　日▶ シフト制　※当社カレンダーによる　※年間休日120日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、食事補助有、有給休暇

仕　事▶ 事務所及び工場内の清掃、 
工場内での軽作業

資　格▶未経験者歓迎、要普通自動車免許
給　与▶時給904円
時　間▶ ①8:00～12:40　②8:30～12:40 

③9:00～12:40　※応相談
休　日▶シフト制　※当社カレンダーによる
待　遇▶ 雇用・労災保険、エプロン貸与(服装自由)、 

交通費規定支給、車通勤可

千歳市上長都1044-1 

電話の上、写真付き履歴書をお持ちください。

◆ 清掃スタッフ/パート　★午前のお仕事　午後はゆっくり♪

◆ 製造スタッフ/正社員　★年間休日120日　お休み充実

ブリヂストンBRM株式会社千歳事業所
☎0123-23-1171 受付/8～17時 

採用担当

久しぶりの募集です！
一緒に頑張りましょう！

未経験者
大歓迎！

千歳 正 製造パ 清掃

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
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!

待　遇▶ 昇給有、賞与有、交通費規定支給、車通勤可
資　格▶ 無資格OK、普通免許有尚可 

★えみな介護職員養成講座で初任者研修受講可 
  （約半額の還付金制度有）

勤務先▶ グループホームえみな ゆうまいの家 
（千歳市勇舞7丁目10-12）、 
小規模多機能ホーム エルムの家 
（千歳市長都駅前5丁目1-10）、 
小規模多機能ホーム ままちの家 
（千歳市真々地1丁目2-15-2）

共
通
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目

★ 未経験者多数勤務しています！

千歳市勇舞1丁目2-2

まずはお気軽にお電話ください。担当/糸田

☎23-2262（えみな うらら家
か

）

介護職員募集中！

㈱えみな

★勤務開始日応相談
※ 夜勤明けの次回勤務は47～71h後となります。

安心できる仲間と 
やりがいのある仕事を

080-7656-6610

年末年始
手当支給

仕　事▶ 入居高齢者の見守り、生活支援、夕食、朝食提供
給　与▶ 1勤務20,650～21,475円
時　間▶ 15:30～翌9:30
勤　務▶ 週1～2回 ※回数、時間応相談

◆ 夜勤専任/パート

仕　事▶ 要介護高齢者の生活介護全般
給　与▶ 月給210,090～220,180円 

※賞与、夜勤手当6,000円/回、処遇改善手当含む 
パート/時給890～940円

時　間▶ ［日勤］8:30～17:30  ［早出］6:30～15:30 
［夜勤］15:30～翌9:30　※パート応相談 
※利用者状況により遅番有

勤　務▶ 4週8休 ★年3日特別休暇有

◆ 正社員/パート

株
式
会
社
え
み
な
は「
心
に
寄
り
添
う
介
護
」の
提
供
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

千歳 正 パ 介護職員

仕　事▶ 発酵鶏糞肥料の製造、 
出荷及び 
電気設備機械のメンテナンス

資　格▶ 未経験者歓迎、 
車通勤可能な方、 
電気設備の保全業務経験者歓迎

給　与▶ 月給180,000～240,000円 
※試用期間/日給9,000～10,000円

期　間▶即日～5月末頃まで
仕　事▶発酵鶏糞肥料の出荷作業及び製造補助
資　格▶ フォークリフト運転資格保持者歓迎、 

未経験者歓迎
給　与▶ フォークリフト運転資格保持者/日給9,500円 

未経験者/日給9,000円
時　間▶8:00～17:00
休　日▶ 土、日
待　遇▶ 車通勤可、 

交通費規定支給（1日/300円）

◆ 正社員も同時募集中！ 
写真付き履歴書ご郵送ください◆短期アルバイト

急募！

千歳 ア 製造・出荷

未経験者
歓迎！

★フォークリフト
運転資格は 

入社後取得可能 
（取得費用補助有）

（株）道央養鶏 肥料センター 千歳市駒里 
2451-22 

担当/石金☎0123-24-2810
まずはお気軽にお電話ください。

一般労働者派遣事業（派01-300285）
千歳市東雲町
1丁目9-6㈱マグナクルー

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

★随時面接致します。
【月～金曜】9～18時0120-357-337

080-5729-7602 （土・日曜、祝日）

◆野菜の選別（恵庭市島松）
期　間▶4月～10月末
給　与▶時給950円
時　間▶ 9:00～17:00 ※現場により変動
休　日▶シフト制
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可（無料駐

車場有）、残業手当有

大歓迎!!

4月スタート!!

時給950円!

未経験 シニア
の方

主婦（夫）
さん

恵庭 派 野菜の選別

恵庭も通勤圏内です♪
仕　事▶ 畑作業全般。 

花、ブロッコリー等の野菜の収穫、選果、 
管理作業等。

資　格▶ 未経験者歓迎、車通勤できる方
給　与▶時給920円
時　間▶ 6：00 or 8:00～17:00 

（3hからOK）
勤　務▶ 週2～6日（応相談） ※時期により繁忙期有 

※土日だけでも可
期　間▶11月末迄（多少変動有）

千歳市
釜加74番地2明成香農園㈱

あ せ か のうえん

スタッフ募集!!
WワークもOK

090-2813-5277
まずはお気軽にお電話ください。面接時履歴書は不要です。

※繁忙期のため、携帯におかけください。㈹☎22-1700

受付/8～17時
担当/東海林

千歳 ア パ 農作業

写真付履歴書を郵送ください。追って面接のご案内を致します。

苫小牧市若草町 
3丁目2-7大東若草ビル4F〒053-0021

未経験者歓迎！
研修制度あります♪

～札幌時計台指定管理者～

MMSマンションマネージメントサービス㈱
☎0144-35-1371

◆千歳市文京
期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶ 受付、巡回、点検、清掃、草刈、除雪等
資　格▶ 65歳以下（定年雇い止めの為）
給　与▶ 【月火水金土】日給/5,334円 

【木】日給/3,112円 
※季節による 
※月収例/122,200円程度

時　間▶ 月・火・水・金・土/8:30～15:30、 
木/8:30～12:00 
※ 冬期（12/31～3/31）は8:00～となります。

休　日▶ 日、祝、GW、夏季、年末年始
待　遇▶ 社保完備、制服貸与、 

交通費実費支給、車通勤応相談

60歳以上も歓迎!!

千歳 嘱 マンション管理員

アルバイト

山崎製パン㈱札幌工場 恵庭市恵南10-1

☎0123-34-1128まずは、お気軽にお電話ください。

仕　事▶ パン・和洋菓子・弁当等の製造補助および仕分け 
（ベルトコンベアを利用した仕上げ・盛り付け等のライン作業）

時　間▶ 昼勤/9:00～18:00（休憩1h）、14:00～18:00 
夜勤/19:00～翌4:00（休憩1h）※生産量に応じ、2h程度の残業の可能性有

給　与▶ 昼勤/時給900円　夜勤/時給1,000円　※22～翌5時は深夜時給1,250円 
★月末月初手当あり！ 
毎月末3日間と毎月初めの3日間は、1日出勤ごとに1,000円支給 
（実働6h以上の方が対象。合計6日間、最大6,000円）

資　格▶ 未経験者歓迎 ※食品衛生上マニキュア・付け爪・ひげは禁止、貴金属類の着用不可
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場完備）、勤務日にパンのお土産有、 

当社製品社内販売有、格安食堂完備（パン食は無料）、制服貸与、近郊エリア無料送迎バス有

製造員募集

★中央バス｢山崎製パン札幌工場前｣から徒歩5分

《受付》9～18時
人事採用担当まで

未経験者大歓迎！ 
初心者の方でも出来る 
簡単なお仕事です！

【期間】 4月1日～5月8日まで

こどもの日 
母の日に向け
特に大募集！

増員募集！！
4/28～5/8

期間中1日でもOK!
フリーシフト制 

ご都合に合わせて働けます！

夜勤の方も大歓迎♪

恵庭 ア 製造

アルバイト体験記 恵庭市/梅酒大好き

自然に触れあいたくて、お花や動物に囲まれた場所にあるカフェで
お仕事をしました。
敷地が広いので、職場に辿り着くまでに結構歩きますが、道中の景

色が綺麗でいつも癒されていました。仕事はソフトクリームやドリン
ク、フランクフルトやホットドッグ等の軽食作りです。
バラが咲く時期は期間限定の素

敵な可愛いユニフォームを着用！
夏休み時期はとても混みますが、イ
ベントのお手伝いもしたり、とても
楽しかったです。
外国人のお客様も結構来ていた

ので、英語のカンペを置いたりして
ました。
ただ自然の中なので色んな虫が

います。苦手な蜂もいて、怖い思い
もしました…。


