
2022年4月15日（金）ちゃんと 14

仕　事▶フォークリフトでの作業、他 
資　格▶ 35歳まで（若年層のキャリア形成を 

図るため）、未経験者歓迎、要普通免
許、大型・大特・フォークリフト免許
保持者尚可

給　与▶月給17～23万円
時　間▶  8:00～17:00　※実働8h
休　日▶ 土日、他
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤

可、制服貸与、昇給年1回、賞与年2回
勤務先▶ サッポロビール(株)北海道工場内

恵庭市戸磯542-1 

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-33-9505
(株)石川トラック運送

募
集正社員

フォークリフト
恵庭 正 フォークリフト作業

〒066-0062
千歳市千代田町6-8
平和駅前ビル

売買も! 賃貸も!

株式会社 平和恒産

仕　事▶ 来客・電話対応、 
専用ソフトによる財務事務等

資　格▶ 高卒以上、要普通自動車免許、 
基本的なPC操作可能な方（入力程度）

給　与▶ 正/月166,000円～　パ/時給900円～

◆ 経理事務　（正社員/パート)

◆ 管理業務　（正社員）
時　間▶ 正/9:30～18:30　パ/10:00～16:00　※応相談
休　日▶ シフト制　※月7日以上/年間105日 

（経理事務は日曜、祝日、第2･3土曜）
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

昇給制度有、賞与年1回、各種手当有（資格・役職）、 
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 

共
通
項
目

仕　事▶ プロパティマネジメント 
（物件の運営・管理業務）

資　格▶ 高卒以上、要普通自動車免許、 
基本的なPC操作可能な方（入力程度）、 
業界経験者歓迎、有資格者優遇

給　与▶ 月192,000円～

●電話連絡の上、写真付き履歴書を郵送ください。
担当/小川☎0123-40-3000

http://www.peace-room.co.jp

★将来の幹部候補を育成します。　★安心の「社員育成システム」を導入

千歳 正 管理業務正 パ 経理事務

★キッズルーム有
★子連れ出勤OK

お客様への 
サービス向上と、 
働く環境をさらによ
り良いものにする 
ための募集です。

けあビジョンホーム恵庭
スタッフ募集

恵庭市柏木町4丁目9-18
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

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。

☎0123-39-5550
 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）

4/23土
 10:00～、14:00～、 
18:00～

4/22  14:00～、18:00～
金

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。

訪問介護事業所 
2022年7月開設予定！
サービス担当責任者
訪問介護職員

募
集

正 パ 介護支援専門員、介護員、看護師恵庭 正 パ 介護支援専門員、介護員

北海道クリーン開発㈱ 〒053-0016
苫小牧市寿町2丁目3-14

（田口）応 募

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は勤務先にて行います。委細面談。

0120-03-6323
　080-2871-5294

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給889円
待　遇▶ 労災保険、制服貸与、 

交通費規定支給、車通勤可
時　間▶ ①8:00～11:30 

②14:30～19:30 
※シフト制

勤　務▶ 週5日程度
待　遇▶ 労災保険、制服貸与、 

交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ちとせモール/千歳市勇舞8丁目1-1

◆ 未経験大歓迎！◆ ブランクある方もOK!
◆ 日数やお休み等ご相談ください♪

千歳 パ 清掃

仕　事▶ 北海道産のフルーツの販売業務全般、 
生フルーツ・カットフルーツ・フレッシュジュース・
フルーツ加工品、ソフトクリームなどの販売・ 
補充・レジ業務、商品の発送受付等

資　格▶ 未経験者・経験者共に歓迎、 
フルタイム・土日勤務できる方歓迎、学生不可

給　与▶ 時給920円～　※試用期間3ヶ月/時給890円
時　間▶ 7:30～20:30の間で実働7.5h ※休憩1h 

①7:30～16:00　②10:00～18:00 
③12:00～20:30

休　日▶  月8～10日　※シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、社員割引有、 

空港施設内割引有、制服貸与

勇払郡安平町早来富岡210-20
受付/平日9:00～17:30 
担当/田仲☎0145-26-2800

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

（新千歳空港国内線ターミナルビル2F）
HOKKAIDO FRUITS 耕人舎

◆ 販売

北海道の美味しいフルーツを 
道内・道外のみなさんにお届け♪

千歳 パ 販売

まずはお気軽にお電話ください！

千歳市北斗4丁目13番20号 ☎0123-27-0911
■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

千歳・恵庭 委 配布員

代配スタッフ募集
仕　事▶ ちゃんと配布の空き地域、もしくは配布員さんの 

お休み地域を代わりに配布してもらうお仕事です。 
配布地域はその都度変わります。あらかじめご案内を
しますので、都合が合う時に配布をお願いします。

資　格▶ 年齢不問（健康な方）、お車お持ちの方
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 
＋代配手当 ※地域により異なります。委細面談

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 

都合の良い時間

登録制

箱5
◆面接に来てくれた方全員に

※プレゼントは4月末までです

箱ティッシュ
お米 Kg5 プレゼント！

都合の合う時のみのお仕事です
★ まずは登録！

空き時間を有効に使ってお小遣い稼ぎ♪
★ WワークOK！

★ 代配手当支給
★ ガソリン代支給

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

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

電話連絡のうえ、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▶即日～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▶ 残業手当有、交通費規定支給、 

車通勤可（無料駐車場有）

大歓迎!!

すぐに働けます！

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

仕　事▶ ①床面の拭き掃き、ガラス清掃、各室・シャワー室・
　トイレなどの日常清掃業務 
②【夏期】草刈、落ち葉、ルーフドレン等の外構清掃 
　【冬期】除雪中心、館内清掃も有

資　格▶不問、未経験者歓迎
給　与▶ ①時給889円 

②時給900円
時　間▶ ①8:00～12:00 

※13:00～17:00も勤務できる方尚可 
② 8:00～17:00、7:00～16:00、 
6:00～15:00　※実働7.5h

勤　務▶ ①週3～6日　※希望応相談 
②シフト制

待　遇▶ ①雇用保険、制服貸与、交通費規定支給 
②各社保完備、制服貸与、交通費規定支給

勤務先▶ 千歳市開拓記念総合武道館/千歳市あずさ1丁目3-1

仕　事▶ ホール、廊下、各室、トイレ等の日常清掃
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶ 時給889円
時　間▶ 7:00～16:00　※実働7.5h　※延長有
休　日▶土曜日、他シフト制
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ 千歳市総合福祉センター/千歳市東雲町2丁目34

千歳市総合福祉センター（契約社員）

清掃 募
集スタッフ

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20 第12ふじやビル4F

☎22-5280
採用係

電話連絡のうえ、写真付履
歴書をお持ちください。

千歳市開拓記念総合武道館 ❶パート ❷契約社員

千歳 契 パ 清掃

電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

仕　事▶ 接客、料理の提供、お会計、 
調理業務、食器洗浄等

資　格▶ 経験者・未経験歓迎、学生歓迎、高校生可
給　与▶ 時給1,000円 

高校生/時給950円～ 
（4～10月の土日祝は＋50円で時給
1,050円）

時　間▶ 9:00～17:00の間で3～7h（時間帯応相談）
勤　務▶ 週1～5日、1週間毎のシフト制 

（勤務日数応相談）
待　遇▶ 無料送迎バス有（JR恵庭駅から）、交通

費規定支給、車通勤可、食事補助制度有、 
制服貸与、労災保険、有給休暇制度有、 
65歳定年制（定年雇い止めのため）

★JR恵庭駅から無料送迎バス有

恵庭市牧場262-6
〒061-1421Ten-Man森のレストラン

受付/10～17時 
担当/杉井☎39-2051応募

Ten-Man
森のレストラン

※即日～11月下旬まで

スタッフ急募！

恵庭 ア パ ホールスタッフ、キッチンスタッフ

★ 警備会社に入社する際必要な法定書類の費用も全額負担します！

時　間▶ 8:00～17:00、20:00～翌5:00
給　与▶ 月172,000～230,000円+諸手当 

※月20日勤務未満でも給与保証
待　遇▶ 各社保完備、日・週払い（規定有）、交通費全額支給、 

残業手当・深夜手当・車両手当・職務手当・業務手当・ 
資格手当、正社員登用後住宅・扶養手当有、 
寮完備（家具・家電付き１人部屋）、 
社員登用制度有、法定研修20h/17,780円、 
制服備品支給有（防寒・暑さ対策)

◆ 一般交通誘導員/契約社員

【長期】3ヶ月以上　【短期】5月～7月末
資　格▶18歳以上（警備業法によるため）
給　与▶ 未経験者/日給10,000円 

有資格者/日給10,500円 
※試用期間5～10日有 
未経験者/日給9,500円 
有資格者/日給10,000円 
※22～翌5時深夜割増有 
※短時間保証有 
　（4h未満勤務/日給の60%　4h以上勤務/全額支給) 
※支払方法に応じて当社規定有

時　間▶ 8:00～17:00、20:00～翌5:00 
※日勤・夜勤のみも可、希望考慮

待　遇▶ 日・週払い（規定有）、交通費全額支給、 
深夜手当・車両手当、資格手当、 
法定研修20h/17,780円、 
制服備品支給有（防寒・暑さ対策)

勤務先▶ 恵庭・千歳・北広島市内・札幌市内他 
※現場直行直帰

◆ 一般交通誘導員/アルバイト交通誘導員5名大募集！！

本社札幌も同時に大募集！

● 本社/札幌市北区北11条西2丁目（地下鉄北12条駅より徒歩2分）
☎011-747-8116

契約社員 2名
長期アルバイト2名
短期アルバイト1名

新卒者も
歓迎‼

寮完備‼

未経験でも 
高収入!

月収27万円以上可能!!
即日対応可能正社員登用有り!

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-29-6755（恵庭営業所）

有限会社プラス 恵庭営業所
恵庭市恵み野里美1丁目1-21 
ポラリス恵み野駅前205号（恵み野駅より徒歩1分）

千歳・恵庭・他 契 ア 交通誘導員


