
2022年4月22日（金）ちゃんと 12

11,,250250円円時時
給給

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）

［恵庭市戸磯］電子機器の部品製造 ★増員募集
仕　事▶ プリント配線基板検査・製造業務。素材の穴あ

けや、切断等、機械を使用した作業が中心です。
重労働はありません。

期　間▶ 即日〜3ヶ月
資　格▶ 未経験者歓迎、資格不問
給　与▶ 時給1,250円�

※22時以降深夜割増（時給1,562円）
時　間▶ 8:30〜17:00、20:30〜翌5:00 

※シフト制
勤　務▶ 4勤2休または5勤2休（会社カレンダーによる）
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、無料P有、各社保完備

期間満了後期間満了後5万円5万円の報奨金支の報奨金支給！給！

製造製造
スタッフスタッフ

急急
募募 ★しっかり稼ぎたい方にオススメ!

★未経験者歓迎！

恵庭 派 部品製造

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

ローソン自衛隊東千歳駐屯地店 千歳市祝梅1016

☎22-2241 ※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。

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▶ ①5:00〜10:00 ②5:00〜14:00、 

③8:00〜14:00(土日のみも可)、 
④14:00〜23:00 ⑤17:00〜23:00

給　与▶ �時給960円�
※5:00〜8:00までは時給1,000円�
※19:00〜22:00までは時給1,000円�
※22:00〜23:00までは時給1,200円

勤　務▶ 週2日〜
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、社会保険有
勤務先▶ 陸上自衛隊東千歳駐屯地内（千歳市祝梅1016）

◆東千歳駐屯地内店舗
Wワーク、シニア、学生ＯＫ!!

駐屯地内のローソン
で働こう!!

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

仕事内容が仕事内容が
選べます!選べます!

ソーシャルワーカー

知ってるようで、
 知らない

コトバ

【福祉】生活する上で困っている人々や、生活に不安を抱えている人々、社会的に疎外されている人々
に対して、治療者とは異なる立場から、総合的かつ包括的な援助を提供する社会福祉専門職の総称。

島松本町1丁目
島松寿町1丁目
中島町4丁目
黄金南2丁目
北柏木町2丁目
文京町4丁目
美咲野1丁目
美咲野5・6丁目
和光町2丁目

みどり台南3丁目
長都駅前1丁目
富丘4丁目
稲穂2丁目
若草1丁目
白樺4丁目
文京4丁目
文京5丁目
文京6丁目

恵
庭
市

千
歳
市

★�他の配布地域もございます。�
詳しくはお電話でご相談ください！ ☎0123-27-0911

応募

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

お友達同士や親子での応募も大歓迎！

仕　事▶ 生活情報紙「ちゃんと」
の折込・配布

資　格▶ 年齢不問（健康な方）
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

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
間で実働1〜3h位 

（配布場所による）

配布員配布員 募募
集集

年齢不問

1ヶ月休まずがんばろう！

皆勤賞皆勤賞 ああ
りり
‼︎‼︎

増員増員キャンペーンキャンペーンのの春春

自分のペースで自分のペースで
仕事が出来るよ！仕事が出来るよ！

千歳・恵庭 委 配布員、配達員（班長）

さんさん
※4月末まで

面接に来てくれた方

全員に…

ティッシュ

お米

箱

Kｇ55

55
プレゼント

しちゃい
ます‼

プレゼント

しちゃい
ます‼

仕　事▶ 「生活情報紙ちゃんと」の配布員さん
の自宅に荷物を届ける仕事です。

資　格▶ 大きめの車をお持ちの方
給　与▶ 月11,000円程度（配達件数による）
時　間▶ 毎週水曜日の2〜3h程度 

（担当軒数による）

恵庭市 
北柏木方面

千歳市
自由ヶ丘方面

「生活情報紙 ちゃんと」の
配布員さんの自宅に
荷物を届ける仕事です。

配達員配達員 水曜日水曜日だけ！だけ！

（班長さん）（班長さん）
募募
集集

週1日

募
集
地
域

24時間受付OK！ 
お気軽にお電話ください。 0120-172-6420120-172-642

千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F
当社は「社団法人 日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号 派01-300587㈱アスクゲートノース

WEB面接も可能です。
まずはお気軽にお問合せください。

★��その他、求人多数ご用意しております！

登録会開催
4/27（水）
10:00〜18:00

（恵庭市大町2丁目1-1）

場 所

千歳・恵庭 派 事務、ピッキング

期　間▶ 短期・長期相談可能
時　間▶ 9:00〜18:00
給　与▶ 時給1,100円
休　日▶土日祝　※応相談

◆事務スタッフ/千歳市

期　間▶ 長期
時　間▶ 9:00〜17:00
給　与▶ 時給1,011円〜
休　日▶基本土日

◆日用品のピッキング/恵庭市

岡本書店恵庭店
店内スペース

まずはお電話ください。�
面接時、写真付き履歴書をお持ちください。

☎0123-28-3771
■病院・施設関係のリネン類のクリーニング業

千歳市泉沢1007-207
㈱北海道シルバーサービス 千歳工場

仕　事▶ 病院、福祉施設などへのリネン類の 
集配業務、2t・4tトラック使用

資　格▶ 未経験歓迎、要普通免許 
※平成19年6月以降免許取得者は要中型免許

給　与▶ 月給214,000円〜�
※固定残業代30,000円、�
　他職務手当含む、超過分別途支給

時　間▶ 4:00〜12:30（休憩1h）、 
7:00〜15:30（休憩1h）

休　日▶日曜日完全休み、その他シフト制
待　遇▶各社保険完備、交通規定支給、車通勤可

★クリーニングスタッフも同時募集！
社員希望大歓迎!! 安定して働けます♪

業務拡大業務拡大のためのためドライバー募集ドライバー募集‼‼
4月新工場完成！4月新工場完成！

千歳 正 ドライバー

優しい先輩が指導してくれます♪

［パート］夜勤専属スタッフ
資　格▶ 無資格OK、ブランクがある方も歓迎、 

土日勤務できる方歓迎、 
介護職員初任者研修（旧ヘルパー2級）あれば尚可

給　与▶ 夜勤1回16,000円（夜勤手当含む）
時　間▶ 16:30〜翌9:30
勤　務▶ 週2日 ※応相談
待　遇▶ 雇用保険、交通費規定支給

小規模多機能型
事業所

いこい

憩の郷
さと

認知症対応型
共同生活介護事業

グループホーム

笑顔の郷

〒066-0073
千歳市北斗4丁目5番6号

電話連絡の上、写真付履歴書を郵送またはお持ちください。

☎26-5300

［正職員/パート］ケアマネジャー
資　格▶ 介護支援専門員、経験者優遇
給　与▶ ［正職員］月給215,000円〜（資格手当含む）�

［パート］時給1,000円＋資格手当
時　間▶ ［正職員］9:00〜18:00　［パート］応相談
勤　務▶  ［正職員］週5日　［パート］週2日〜 ※応相談
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、交通費規定支給、

賞与年2回、昇給制度有　

日中ある程度の期間、 日中ある程度の期間、 
研修があります。研修があります。

ケアマネジャー 夜勤専属

Wワーク
OK

スタッフ スタッフ 
募集！！募集！！

千歳 正 パ ケアマネジャーパ 夜勤専属スタッフ

期　間▶即日〜11月　※現場による
勤　務▶シフト制
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、退職金あり、 

交通費実費支給（上限あり）、 
週払いOK（規定あり）

短期短期
共通項目

時　間▶ 9:30〜16:00
給　与▶ 時給1,000円
勤務先▶長沼町 ※千歳駅から車で20分

 ◆ 軽食の調理補助、売店接客

時　間▶ 7:00〜18:00の間でシフト制 
※現場による

給　与▶ ①時給1,150円�
②時給1,050円

勤務先▶苫小牧市植苗、安平町

時　間▶ ①5:30〜18:00の間でシフト制 
②6:00〜19:00の間でシフト制 
※現場による

給　与▶ �①時給1,050〜1,250円　�
②時給1,150円

勤務先▶苫小牧市植苗

◆ ゴルフ場での ①コース管理 ②フロント

◆ ゴルフ場での ①ホールスタッフ ②調理補助

苫小牧・その他 派 コース管理、フロント、レストランホール、調理補助、接客

0120-116-377

苫小牧市旭町3丁目7-6グランドール旭町1F

労働者派遣事業 （派）01-301336
有料職業紹介事業 01-ユ-300541

㈱ホットスタッフ苫小牧

他にもお仕事あり！
WEBで見つけよう♪

日数時間日数時間
相談OK相談OK

パート 共済推進スタッフ

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。 
ルート配達スタッフは運転適性検査有。

【受付】 月〜金/9〜21時 
土/9〜18時 ※日曜日休み☎0120-502-112

「トドック」の利用者様へ「コープ共済」の電話案内や
加入希望者のお宅に車で訪問してご説明・手続きをするお仕事です。

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許（免許取得後1年以上）
時　間▶9:00〜18:00
勤　務▶週5日　※出勤時間要相談 
休　日▶土曜、日曜
給　与▶ 時給1,034円�

※祝日勤務は時給＋30円�
※試採用期間3〜4ヶ月/時給1,009円

待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、有給休暇、車通勤可

�顔なじみの「いつものお客様」に生協のサービスをお届けす
るお仕事です。★普通免許でOK！�1.5tトラックを使用。

資　格▶ 要普通免許（免許取得1年以上、AT限定可） 
※長期勤務出来る方

時　間▶8:30〜17:30
勤　務▶ 月〜金曜（週5日勤務） ※週40h（変形労働時間制）
休　日▶原則土・日曜
給　与▶月給200,000円〜
待　遇▶  交通費規定支給、制服貸与、有給休暇、 

車通勤可、社保完備、慶弔見舞金等共済会、昇給有

体験同乗体験同乗
OK!OK!

契約社員 ルート配達スタッフ

■生活協同組合　〒066-0077 千歳市上長都3-1
コープ宅配システムトドック千歳センター

千歳 パ 共済推進スタッフ契 ルート配達スタッフ

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。

仕　事▶ 半導体チップの外観検査（顕微鏡使用）
給　与▶ 時給889円〜�

※�作業着への着替え時間（1日につき15分相当）
別途支給いたします。

時　間▶ 8:30〜17:30（実働8h）
休　日▶ 年間122日、土・日曜日、祝日 

（会社カレンダーによる） 
※祝日出勤数日有

資　格▶未経験者歓迎
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、制服貸与、車通勤可

㈱京都セミコンダクター�恵庭事業所
〒061-1405　恵庭市戸磯385-31

女性が女性が活躍中の職場活躍中の職場です♪です♪

担当/阿部・原☎34-3111

★�ほとんどの方が�★�ほとんどの方が�
未経験から�未経験から�
始めています始めています

半
導
体
チ
ッ
プ
の

外 観 検 査外 観 検 査
スタッフスタッフ 募 集‼募 集‼

未経験者未経験者
歓迎‼歓迎‼

恵庭 パ 検査


