
2022年4月8日（金） ちゃんと17

仕　事▶レタスの収穫等
期　間▶ 4月中旬～10月初旬 

※次年度以降も継続雇用の可能性有り
資　格▶要普通免許
給　与▶ ①4:00～7:00/時給1,000円～ 

②9:00～12:00/時給950円～ 
③13:00～17:00/時給950円～ 
※時間選択可 ★次年度以降時給UP!

勤　務▶日数応相談、土日のみもOK
待　遇▶ 交通費規定支給、労災保険、車通勤可

まずはお気軽にお電話ください。履歴書不要

　恵庭市中島町4丁目4-18
担当/手島080-8291-9516

レタスの
おみやげ
有り

★すぐ働く ★GW明けから
勤 務 開 始 日 応 相 談

★6月から

かけもちも
OK！

手島農園

恵庭 パ レタス収穫等

清掃 スタッフ 
募集♪

千歳市千代田町2-2-10

まずはお気軽にお電話ください。担当/金子

☎0123-24-2111
ホテルウィングインターナショナル千歳

主婦（夫）歓迎！
WワークOK!

◆客室清掃スタッフ  ★女性活躍中！
仕　事▶ 客室清掃・ベッドメイクなど 
給　与▶時給890円～
時　間▶9:30～15:00（実働5.5h）
資　格▶ 未経験者歓迎
勤　務▶ 週2日～OK ※平日のみ・土日のみの勤務可
待　遇▶ 各社保完備（勤務による)、交通費規定支給、 

車通勤可（無料駐車場完備）、制服貸与、昇給有

未経験者
歓迎♪

千歳 パ 清掃スタッフ

千歳 契 清掃スタッフ

仕　事▶ 新千歳空港内の巡回、他業務
資　格▶ 普通(中型)免許、車通勤できる方
給　与▶ 月給160,000円～ ※深夜割増含む 

※資格手当有/10,000円迄 
※入社後、資格取得制度有

時　間▶ 日勤/7:30～16:30 
夜勤/16:30～翌7:30   
（シフト交替制）

休　日▶ 月7～9日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

制服貸与、正社員登用制度有

空港施設
警備員 募

集

北海道東急ビルマネジメント㈱
千歳・苫小牧営業所

〒066-0027 千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F

担当/
スズキ☎0123-22-1090

問合せだけでもOK、まずはお電話ください。

千歳 契 空港施設警備員

正社員 
登用有

千歳 派 ゼリーなどのお菓子製造・検査作業

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

けあビジョンホーム恵庭
スタッフ募集

働く職員も幸せ。
うわさ話、かげぐち禁止の職場を目指しています。

まずはお気軽にお電話ください。 
面接時、写真付き履歴書をお持ちください。

恵庭市柏木町
4丁目9-18

☎0123-39-5550
けあビジョンホーム恵庭

資　格▶ ①経験者優遇 ②未経験者歓迎 
③介護支援専門員

給　与▶ ① 月210,000～311,000円 
(夜勤手当5回含む)

　　　　② 時給930円～+夜勤手当6,000円/1回 
※介護福祉士は時給980円～

　　　　③時給1,500円
時　間▶ 7:15～16:15　10:00～19:00 

16:00～翌9:00　※パートは応相談
休　日▶ 正社員/シフト制 

※年間休日110日　※パートは応相談
待　遇▶ 各社保完備、(パートは雇用・労災保険)、 

交通費全額支給、車通勤可、 
昇給年1回、賞与年2回、食事補助有、 
永年勤続表彰（5年経過表彰金＋5日連続休暇)、
有給休暇、資格取得サポート制度、 
特定処遇改善加算

①正社員（介護職・介護支援専門員）

②介護職パート

③介護支援専門員パート

訪問介護事業所 
2022年7月開設予定！

  070-1391-6264 担当/永野

お仕事説明会開催!
日

　時

場
所 恵庭市民会館 リハーサル室（B）

4/17日
 10:00～、14:00～、18:00～

4/16土

正 パ 介護支援専門員、介護員、看護師恵庭

サービス担当責任者
訪問介護職員

正 パ 介護支援専門員、介護員

時間は両日共に
以下の時間から

募
集

仕　事▶ ①営業/来客・電話対応、書類作成等　 
②管理/水道検針、物件巡回、外構清掃等　 
③経理/銀行業務、財務システム入力、書類整理等

休　日▶①シフト制　②③日曜日、祝日、他
資　格▶高卒以上、要普通免許、簡単なPC操作可能な方
時　間▶ 9:30～18:30の間で応相談　 

※例/10:00～16:00、13:00～18:00等
給　与▶時給900円～
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可　 

※業務には社用車使用
勤務先▶千歳市千代田町6丁目8　平和駅前ビル

業務補助スタッフ募集！

●電話連絡の上、写真付き履歴書を郵送ください。

正社員希望も歓迎！　お問い合わせください。

担当/小川☎0123-40-3000
http://www.peace-room.co.jp

売買も! 賃貸も!

株式会社 平和恒産

千歳 パ 営業、管理、経理業務

★扶養内勤務OK!　★未経験者歓迎
★異業種からの転職多数！
★はじめは簡単な業務からお願いします

〒066-0062
千歳市
千代田町6-8
平和駅前ビル

[応募］希望の店舗に電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。担当/店長 ㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32
●制服貸与 ●交通費規定支給 ●車通勤可

★ 5店舗とも 
　他部門も
　募集中です！

Web応募
はコチラ

1名募集

1名募集

1名募集

2名募集
1名募集

1名募集

千歳市勇舞8丁目1-1長都店

千歳市日の出1丁目1-66千歳店

☎26-6660応募
給　与▶ ［一般］時給936円 ［学生］時給890円
時　間▶ 8:30～13:00　※通し勤務も可 

※週4日程度の勤務

給　与▶ ［一般］時給936円 ［学生］時給890円
時　間▶ 7:00～10:00　※週4日の勤務 

13:00～17:00　※週4日の勤務

給　与▶ ［一般］時給930円
時　間▶ 7:30～12:00 

7:30～16:00

◆さかなやの寿司

◆さかなやの寿司
☎23-7667応募

千歳・恵庭 ア パ 水産

給　与▶ ［一般］時給933円 ［学生］時給890円
時　間▶ 8:00～13:00　※週4日の勤務

☎39-7777
島松店 恵庭市島松旭町1丁目1-1

恵庭店 恵庭市本町210

☎33-1122応募

給　与▶ ［一般］時給930円　［学生］時給890円
時　間▶ 7:30～12:00　※週4日の勤務

給　与▶ ［一般］時給930円　［学生］時給890円
時　間▶ 8:30～13:30　※週4日の勤務

応募

恵み野店 恵庭市恵み野西3丁目1

☎36-2980

応募

水産部門
今回は

の募集です

正社員募集
仕　事▶ 管理物件の清掃（主に夜間）
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 月給210,000～321,500円 ※年齢・経験による 

※試用期間3ヶ月/時給1,112円(日勤の場合/時給900円)
時　間▶ 18:00～翌6:00の間で実働8h 

※9:00～18:00（日勤）の場合も有
勤　務▶ シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与
勤務先▶ 恵庭市内

〒061-1432 恵庭市恵央町8-1㈱ウエスト
担当/平井

まずは、お気軽にお電話ください。

070-6951-3755

未経験者歓迎！
恵庭 正 清掃スタッフ

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

千歳・恵庭

時　間▶ 月・火・水曜日/9:00～17:00の間 
（作業内容によって変動有、応相談）

　　　　木・金曜日/1地域、2h程度～
給　与▶ 時給900円　　
勤　務▶ 週4～5日 ※応相談
資　格▶ 年齢不問、車通勤できる方
待　遇▶ 交通費規定支給 ※委細面談にて 

木

金
300軒程度で、配布地域はその都度変わります。
※詳細は面接の際にご説明いたします！

　　　　  の配布

水 チラシの折込、梱包

火

月 折込チラシの仕分けや
チラシの荷受け

一週間の主な流れ

パ 業務スタッフ

◆軽作業スタッフ
　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
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
◆クリーニング受付スタッフ
勤務先▶航空自衛隊 千歳基地内売店/千歳市平和
仕　事▶店頭でのクリーニング品の受付・引き渡し
時　間▶10:00～19:00の間で4～5h　シフト制
給　与▶時給889円～
休　日▶日曜・祝日、隔週土曜日、GW、夏季休暇、年末年始
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可、駐車場有

未経験者歓迎
扶養内勤務可能

〒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

千歳 パ 軽作業スタッフ、受付スタッフ

履歴書 ( 写真貼付 )を郵送ください。
追って面接日をお知らせします。

〒066-0028 千歳市花園5丁目7-3-103

シダックス大新東
ヒューマンサービス㈱ 千歳営業所

［担当］石岡☎0123-42-1831

勤務先
千歳市立認定こども園 ひまわり
千歳市新富2丁目4-60

仕　事▶ 調理・調理補助・洗浄・清掃 
資　格▶ 不問、65歳未満（定年雇い止めの為）
給　与▶ 時給900～920円 

+交通費規定支給（当社規定による）
時　間▶ ①8:00～11:30　②8:00～13:30 

③8:00～15:30 
※シフト制　※週20～30h程度

休　日▶ 週休3～4日

給食調理員
募集

千歳 パ 調理員


