
2022年4月22日（金） ちゃんと11

千歳・恵庭

まずはお気軽にお電話ください！

☎0123-27-0911千歳市北斗4丁目13番20号

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

パ 業務スタッフ

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�

仕分け仕分け・・梱包梱包・・配布配布スタッフスタッフ

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

一週間の主な流れ仕　事▶�食パン製造及び仕分け作業
期　間▶�長期
給　与▶�時給990円〜　�

※22〜翌5時/時給1,238円
時　間▶�24時間の間で実働4～5h�※応相談
勤　務▶�週3日～�※休日応相談
待　遇▶�労災保険、交通費規定支給、�

車通勤可、制服貸与、退職金有（規定による）
★�面接の日時も相談可能。�
千歳営業所で�
いつでも登録できます!

・�・�選べるシフト選べるシフト・�・�扶養内OK扶養内OK
・�選べる時間帯・�選べる時間帯

・�Wワーク歓迎・�Wワーク歓迎
・�主婦(夫)さん大活躍・�主婦(夫)さん大活躍

☎0120-35-0909
（通話無料/平日9～20時、土日9～18時）

応
募

0909workお仕事イロイロあります！

北日本事業統括部 千歳営業所㈱ジャパンクリエイト 千歳市千代田町5-5-1�戸田ビル2F 労働者派遣許可番号�（派）27-300717�有料職業紹介事業許可番号�27-ユ-300414

恵庭市恵南 パンの製造及び仕分け NO.1957-A-01

長期求人紹介!
オススメ!

日払い・ 日払い・ 
週払い可能!週払い可能!

時　間▶︎ 15〜23時、12〜20時 
※他の時間も応相談

給　与▶︎時給960円〜

★フルタイムも同時募集！

恵庭 派 工場内作業

㈱日本デイケアセンター札幌支店

無資格･未経験者歓迎‼︎無資格･未経験者歓迎‼︎

お電話またはメールにてご応募ください。《担当/寺西》

☎011-206-8582

勤務先▶千歳市内病院
仕　事▶�患者さまの身の回りのお世話等、看護補助業務全般
給　与▶�時給1,100〜1,250円�※経験考慮
時　間▶�日勤/7:00～20:30（実働8h、休憩45分）�

夜勤/16:30～翌8:30（月5～7回）�
※勤務日数、時間は応相談

休　日▶�4週8休+祝日相当数
待　遇▶�社保完備、扶養内勤務可、車通勤可、�

交通費規定支給（上限3万円)、無料駐車場有

sapporo@nihon-daycare-center.co.jp

札幌市中央区大通西8丁目2-39　北大通ビル7F

■労働者派遣業�派13-010809

夜勤のみ夜勤のみもも
歓迎‼︎歓迎‼︎

千歳 派 看護助手 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

新千歳空港で働きませんか?

空港施設空港施設
警備員警備員 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�正社員�
登用有登用有

苫小牧市美沢
261-56

まずはお気軽にお電話ください。

☎0144-58-4111
エアポートパーキング

担当/竹内�

仕　事▶�駐車場と新千歳空港間（片道10分）の送迎業務他
資　格▶�中型一種免許以上、年齢・経験不問、シニアOK
給　与▶�時給900円��

※深夜手当、残業手当有�★日払い可
時　間▶�①5:30～14:30�②14:00～23:00�

※①②シフト制、繁忙期は残業の場合有
勤　務▶�シフト制、日数応相談�
待　遇▶�中型免許限定解除養成有、制服貸与、�

車通勤可、日払い可

日払い可！
募集!!募集!!バスドライバーバスドライバー

週末
食事付き♪

苫小牧 ア バスドライバー

履歴書（写真付）は「カリンバこどもクリニック応募」と�
ご記入の上、下記送付先へご郵送ください。

お問合わせは電話・メールでお気軽に！

�karinbakodomo@gmail.com
�090-6699-1334�（担当/星）

恵庭市黄金南5-3-8

〒003-0021�札幌市白石区栄通20丁目7-7�
　　　　株式会社くるみクリエイティブ送付先

時　間▶��月・火・木・金/8:30～18:00�
水・土/8:30～13:00�
（カンファレンス等の日は14:00まで）

休　日▶�日祝他、夏季休暇、年末年始、特別休日
待　遇▶�厚生年金健保加入、車通勤可、有給休暇、交通費、�

業績・評価に応じ賞与・昇給有

経験者歓迎・未経験の方もご応募ください!
仕　事▶�受付会計診療報酬請求、診療補助、�

院内環境整備（電子カルテ使用）
給　与▶�月給175,000円〜�

★別途交通費規定支給

◆医療事務（正職員）

仕　事▶�処置、診察介助、電子カルテ入力、院内環境整備
給　与▶�月給210,000円〜�

★業者介さず応募・採用の方：特典あり

◆看護師（正･准/正職員）
★他職種事務、サービス業からの転職歓迎いたします。

★医療事務（パート）も同時募集! （時給950円〜）

《共通項目》

恵庭 正 医療事務･看護師

求

ウェブサイトで手軽におシゴト探せます

毎週木曜日更新！

もちろん、
お家でゆった

り
しながらでも

外出先でも

WEB限定公開案件も有!

まずはアクセス！
検索ちゃんと 求人ナビ

看護看護
販売販売軽作業軽作業

事務事務
製造製造

清掃清掃 運転手運転手

飲食飲食
介護介護

https://chanto.biz/qnavi/

いつもの
移動時間

でも

◆�清掃スタッフ（男・女パート）

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

清掃清掃・・受付受付スタッフスタッフ募集募集
清掃スタッフ（男女ともに）・シニア世代活躍中

千歳 パ 清掃・受付

勤務先▶千歳基地厚生センター
仕　事▶館内及び浴場の清掃、受付業務
資　格▶未経験の方も歓迎、車通勤可
給　与▶時給920円
時　間▶�①7:30～11:00、②11:00～17:00�

③17:00～21:00
勤　務▶�週3～4日位、シフト制（①②/②③の組合せもOK）
待　遇▶�労災保険、雇用保険（条件有り）、�

制服貸与、交通費規定支給

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!!大歓迎!!

すぐに働けます！すぐに働けます！

時給950円!

未経験未経験 シニアシニア
の方の方

主婦（夫）主婦（夫）
さんさん

恵庭 派 野菜の選別

お問い合わせ 
（受付/8:45〜17:15）

〒001-0908　
札幌市北区新琴似8条1丁目
1 - 3 4 ニ ュ ー 鳳 ビ ル 2 F
担当/総務課 採用担当

郵
送
先

札幌市西区宮の沢1条1丁目1-10

公益財団法人
さっぽろ青少年女性活動協会

仕　事▶�千歳市児童館・学童クラブにて、児童の指導業務及び、施設管理業務
資　格▶�高卒以上、令和5年4月1日現在で59歳以下（定年60歳の為)、�

かつ、いずれかに該当する方�
①�幼稚園・小学校・中学校、義務教育学校・高等学校・中等教育の教諭

　　　　　資格保有者、または社会福祉学・心理学・教育学・社会学・芸術学・
　　　　　体育学を専修する学科もしくはこれらに相当する課程を修めて卒業した方�
　　　　②保育士、社会福祉士の資格保有者�
　　　　③�2年以上児童福祉事業（児童館等)に従事した経験（令和4年6月1日時点）、�

かつ総勤務経験2,000時間以上の方
給　与▶月給162,600円
時　間▶午前8時～午後6時30分の間で実働6h�
休　日▶�4週を通じて8回の指定日、年末年始
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、賞与年2回、有給休暇
応　募▶写真付き履歴書・職務経歴書を郵送またはメール（PDF）でご提出ください。�
勤務先▶�千歳市内児童館、学童クラブ

◆児童指導員

☎011-299-4590
メール
syaa-saiyou2022@syaa.jp公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会

千歳 正 児童指導員 

千歳市児童館・学童クラブにて、「遊び」を通じて千歳市児童館・学童クラブにて、「遊び」を通じて
子どもたちの成長を支える子どもたちの成長を支える
職員を募集いたします。職員を募集いたします。

令和4年6月1日（水）令和4年6月1日（水）
令和4年5月10日(火)令和4年5月10日(火)
令和4年5月12日（木）または5月13日（金）令和4年5月12日（木）または5月13日（金）

※ 選考の日程は ※ 選考の日程は 
予定です予定です

採用日採用日
1次選考1次選考
最終選考最終選考

(19時以降)
(19時まで)

千歳市幸町3丁目CS
KOMACHIビル2F

☎0123-23-2214
090-8906-4932

サンタナ
応
募

給　与▶�レギュラー/�時給1,600円以上�
※経験者優遇

　　　　アルバイト/時給1,500円以上
時　間▶�19:00～翌1:00の間でお好きな時間�

★短時間でもOK!
待　遇▶�貸しスーツ等有り、�

交通費規定支給

ノンアルコールOK

未経験者歓迎
WワークOK!
日払いOK!

千歳 ア カウンター・フロアレディ

★新型コロナウイルス ★新型コロナウイルス 
　感染予防対策を施しており、 　感染予防対策を施しており、 
　安心して働けます！　安心して働けます！

30〜40代活躍中！30〜40代活躍中！
食事補助有!!

小樽市稲穂1-3-6
サンモール1番街株式会社ニュー三幸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。
☎0123-32-3311

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恵庭カントリークラブのの

ゴルフ場レストランゴルフ場レストラン

恵庭 ア パ 接客、調理、調理補助、売店

千歳支店千歳支店
〒066-0077�千歳市上長都1050番地1

仕　事▶�ホテル客室用品（シーツ、タオルなど）の分類�
及び仕上げ、包装作業など

資　格▶�高校生以上、未経験者歓迎、かけもち勤務OK
時　間▶�9:00～17:00（休憩70分）
給　与▶�時給950円
勤　務▶土・日・祝
待　遇▶�送迎バス有、車通勤可

履歴書（写真付）に、送迎バス・車利用の有無を記入の上、郵送�
またはお持ちください。採否は文書郵送にてお知らせいたします。

☎0123-24-2126 受付/9～17時
担当/北橋

★以前当社で働いた方は電話してください!!

アルバイトアルバイト1010名名 募集‼︎募集‼︎
土・日・祝土・日・祝の︎の︎

千歳 ア 工場軽作業


