
2022 年 4 月 22 日（金）ちゃんと 10

電話連絡の上、写真付 
履歴書をお持ちください。 

委細は面談にて。 

新型コロナウイルスの感染予防対策をしています。

ローソン自衛隊北千歳駐屯地店 千歳市北信濃724

◆北千歳駐屯地内店舗
仕　事▶店内業務全般
資　格▶��車通勤可能な方、�

ダブルワーク・シニア・学生可
時　間▶�①6:00～11:00�②11:00～20:00�

③17:00～20:00
給　与▶�時給920円
勤　務▶��週2日～�※応相談
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、社会保険有
勤務先▶�陸上自衛隊北千歳駐屯地内（千歳市北信濃724）�

※中央バス「北千歳駐屯地前」停すぐ

☎42-2121

WワークWワーク
シニアシニア
学生ＯＫ!!学生ＯＫ!!

駐屯地内の 駐屯地内の 
ローソンでローソンで
働こう!!働こう!!

普段は入れない場所で、ちょっと働いてみませんか？
千歳 パ 店内業務

【同時募集】
夜勤専門ケアスタッフ

★1回20,810円可能!
勤務/月7〜9回

グループホーム向陽台 千歳市白樺
2丁目1-1

☎0123-28-5888 担当/水谷
電話連絡を頂いた後、面接日を決定します。

面接時に写真付履歴書・資格証をお持ちください。

◆ケアスタッフ（フルタイム）
仕　事▶認知症高齢者の日常生活支援・介護
給　与▶�時給1,054円（処遇改善諸手当含む） 

＋夜勤手当（回数分） 
例/月22日勤務、夜勤5回で︎198,910円 
実務者研修修了者又は、介護福祉資格所有者 
＋資格手当 
※試用期間3ヶ月間は処遇改善手当支給なし

時　間▶�早番/7:30～16:00（休憩1h、実働7.5h）�
日勤/9:00～17:30（休憩1h、実働7.5h）�
遅番/10:30～19:00（休憩1h、実働7.5h）�
夜勤・明/17:00～翌9:30（休憩1.5h、実働15h）�
※シフト制

勤　務▶�4週8休（月21～22日）
資　格▶無資格・未経験者・要普通免許
待　遇▶�労災適用、各社保完備（勤務時間による）、�

交通費規定支給（2km以上/上限12,000円）、�
車通勤可（無料駐車場有）

資格取得支援制度有!!

歓迎です！歓迎です！
2名
募集

千歳 契 ケアスタッフ

資格 経験 がなくても
経験者も
大歓迎!

◆生産加工スタッフ◆生産加工スタッフ
仕　事▶�スピナッチ・ベビーリーフの選別、パック詰め
期　間▶�5月～10月
時　間▶�8:00～17:00の間で4～8h（応相談）�

★短時間勤務もOKです!
勤　務▶�週2日～OK！　勤務先▶�千歳市中央2529-11
★金・土曜のいずれか1日だけでもOKです！

◆農作業スタッフ◆農作業スタッフ
仕　事▶�農作物の収穫等
期　間▶5月～10月�※応相談
時　間▶�8:00～17:00�※勤務日・時間は応相談
勤　務▶�週2日～OK！
勤務先▶�千歳市東丘719-1

（有）コスモファーム 千歳市中央2529-11（千歳駅から約7km）

電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

週週22日日〜〜
OK!!OK!!

勤務日・時間勤務日・時間
応相談

080-2733-5561 担当/山田
受付/8～18時

残りわずか！

急募急募

〈共通項目〉
給　与▶�時給889円〜　　　休　日▶�日曜
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費規定支給
資　格▶�車通勤可能な方、未経験者歓迎

千歳 パ 生産加工、農作業

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
集正社員正社員

フォフォーークリフトクリフト
恵庭 正 フォークリフト作業

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HOKKAIDO FRUITS 耕人舎

◆ 販売

北海道の美味しいフルーツを 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♪道内・道外のみなさんにお届け♪

千歳 パ 販売

[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

千歳・恵庭 ア パ 水産

★�3店舗店とも�
　他部門も
　募集中です！

Web応募
はコチラ

1名募集1名募集

2名募集2名募集

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　※週4日程度の勤務�

8:30～16:30　※通し勤務も可

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

◆さかなやの寿司

1名募集1名募集
千歳市勇舞8丁目1-1長都店

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
☎23-7667応募

1名募集1名募集
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▶�8:30～13:30　※週4日の勤務

水 産 部 門水 産 部 門今
回
は

今
回
は の募集ですの募集です

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▶�千歳市開基記念総合武道館/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）

清掃清掃 募募
集集スタッフスタッフ

(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。

千歳市開基記念総合武道館 ❶パート ❷契約社員❶パート ❷契約社員

千歳 契 パ 清掃

仕　事▶小型部品の目視検査
給　与▶時給1,000円+交通費
時　間▶8:00～17:00
休　日▶土日

◆ 工場内検査 / 千歳市

仕　事▶お惣菜の調理、パック詰め、品出し
給　与▶時給1,100円+交通費
時　間▶8:00～16:00
休　日▶週休2日�シフト制

◆ スーパーでの惣菜製造 / 千歳市

仕　事▶リネン類の仕分、洗浄、仕上、出荷
給　与▶時給1,150円+交通費
時　間▶8:30～17:30
休　日▶週休2日�シフト制

◆ 工場内作業 / 千歳市

仕　事▶�食品工場での伝票入力等受注管理、�
電話応対

給　与▶時給1,100円+交通費
時　間▶8:00～17:00
休　日▶週休2～3日�シフト制

◆ 一般事務 / 千歳市

㈱ヒューマンインプリンク 千歳支社
一般労働者派遣事業/派01-300271
有料職業紹介事業/01-ユ-300107 千歳市柏台南1丁目3-1

☎0123-25-☎0123-25-32213221
h t t p : // w w w . i m p - l i n k . c o . j p / c h i t o s e /

土土 日日 祝祝
4/29 〜 5/84/29 〜 5/8 もも

お仕事 相談 受付します‼︎お仕事 相談 受付します‼︎
完全予約制 個別相談

転職や適職相談もおまかせください♪
土日も対応致します！ 
まずは電話、HP、二次元コードから 
お問合せください★彡

千歳 派 一般事務、工場内作業、惣菜製造、工場内検査 千歳・その他 派 ①材料投入・機械操作、他②飲料缶の検品・フォーク運搬、他③目視検査④機械OP

生活情報紙 「ちゃんと」 の営業スタッフを募集します。

営業営業 募 集募 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

グルメファッション

エンタメビューティー

正社員
あなたのあなたの「好き！」「好き！」を活かしませんか？を活かしませんか？

千歳・恵庭 正 営業

お仕事
ファイル

体力

気遣い度

コミュニケーション能力

老人ホームなどの施設や個人宅にて介護業務を行う職業。主に食事や排泄
などの手助けする身体介護と、家事全般のお手伝いをする生活援助を行う。

あったら
いいかも
資格

あったら
いいかも
スキル

生
活
を
支
え
、心
と
身
体
も

ケ
ア
す
る

●初任者研修修了以上

介護士・ヘルパー


