
2022 年 4 月 22 日（金） ちゃんと9

【飲食】ランチやディナーのピークになるまで
に、それぞれで使う食材の仕込みをすること（野
菜を切ったり、お肉を解凍して下味をつけたり、
調味料を補充したり・・・）。曜日や日付によって仕
込みの量は違うので、あらかじめ決められた分
量を用意します。土日や祝日は仕込み量も多く、
時間との戦い！

スタンバイ

知ってるようで、
 知らない

コトバ

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

代配スタッフ代配スタッフ募集募集
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

箱箱55
◆面接に来てくれた方全員に◆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※プレゼントは4月末までです

箱ティッシュ
お米 KgKg55 プレゼント！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

時　間▶16:00〜18:30（実働2.5h）
勤　務▶週1〜3日程度
休　日▶日曜日

時　間▶16:00〜19:00（実働3h）
勤　務▶週4〜5日　※車通勤可
休　日▶日曜日
◆流通3丁目/デイサービス

◆新富1丁目3-5

時　間▶�①6:00〜10:00（実働4h）�
②17:30〜20:00（実働2.5h）

勤　務▶月〜金曜、週2日〜　※シフト制、応相談

◆北光2丁目/院内

WワークWワーク  
  OK！  OK！

給　与▶時給890円
待　遇▶交通費規定支給、車通勤不可共通項目

千歳市美々新千歳空港内�ターミナル�アネックスビル2F

受付/9〜17時
※日・祝を除く

■総合施設管理 千歳支店日興美装工業㈱

まずはお電話の上、面接の際に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-1171☎0123-22-1171

清掃清掃
スタッフスタッフ募集中募集中

千歳市内のお仕事です♪

千歳 ア パ 清掃

時　間▶�【常勤】8:30〜17:00　※実働7.5h�
【非常勤】①9:00〜13:00�
②9:00〜14:30　③12:00〜16:30�
※実働5h程度

給　与▶�資格あり/時給950円〜資格・処遇改善手当
資格なし/時給889円〜

勤　務▶常勤は土曜出勤可の方（日・祝完全固定休）
待　遇▶�社保完備（常勤のみ）、労災保険、処遇改善手当、

交通費規定支給、雇用保険（20時間以上勤務
の場合）、有給休暇制度（入社6ヶ月から）

〒066-0078
千歳市勇舞2丁目7-8 

勇舞デイサービス
まごころの湯くれいん
●まずはお気軽にお電話ください！ 受付/9〜18時  担当/伊藤

☎21-8477 080-3384-9431

介護職員介護職員 同時募集同時募集常勤/1名
非常勤/2名

千歳 ア パ 介護職員

日本管財サービス株式会社千歳市青葉8-3-1

担当/高倉☎24-0800
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡

沼ノ端・早来方面からの通勤も可能！

仕　事▶�施設の入退場警備�
（車両・人の入構許可証の確認及び発行手続き等）

資　格▶�車通勤出来る方、定年者の方も歓迎
時　間▶�0:00〜24:00�

※6h勤務の4交代で月150〜160hの勤務
勤　務▶�シフト制（年中無休）
給　与▶�無資格/時給950円〜 

施設警備1級/時給1,030円〜※資格手当資規定支給
待　遇▶�社保完備、雇用保険、有給休暇、�

交通費規定支給（上限12,000円）、�
退職金制度有（条件有）、制服貸与、正社員登用有

勤務先▶�新千歳空港貨物ターミナル

定年の方も定年の方も
歓迎！歓迎！

施設警備をやってみませんか！施設警備をやってみませんか！
千歳 契 空港警備

恵庭 パ 病院売店スタッフ

まずはお気軽に
お電話ください。 ☎21-9696
Hubカンパニー 千歳市東雲町5丁目8-1

人材派遣業�派01-300546
〜お仕事のことなら〜

期　間▶長期
仕　事▶コンビニ用のスイーツの製造
時　間▶9:00〜16:00
給　与▶時給900円
勤　務▶�週3日〜�

※シフト制　※応相談
勤務先▶北広島市

お友達同士での お友達同士での 
応募大歓迎‼︎応募大歓迎‼︎

無料送迎有♪無料送迎有♪
北広島 派 スイーツ製造

★�経験者は経験により優遇!!★�経験者は経験により優遇!!
★�未経験で異業種から転職する方も歓迎!!★�未経験で異業種から転職する方も歓迎!!

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。
★面接は千歳営業所にて行います。

☎0123-28-2013 担当/採用係

千歳市泉沢
1007-158北宝運輸㈱千歳営業所

仕　事▶�原木・製材・合板・アスファルト等を�
運搬する業務

資　格▶大型自動車免許、けん引免許
給　与▶月300,000円〜
時　間▶�8:00〜16:20（休憩1h）�

※業務内容により異なります。
休　日▶�日祝他（月6〜9日）、GW、お盆、年末年始
待　遇▶�各社保完備、賞与年2回、制服貸与、�

交通費規定支給、車通勤可、�
退職金制度有、試用期間3ヶ月

◆トレーラー運転手

増員募集!!増員募集!!
トレーラー運転手

千歳 正 トレーラー運転手

仕　事▶農業機械図面トレーサ業務　※2名募集
資　格▶�CADは「PTCのCreo��Elements��Direct」を�

使用できる方に限る
給　与▶時給1,600円
時　間▶�8:00〜17:00（実働8時間）
休　日▶�土日祝、GW（4/30〜5/8）、�

夏季休暇（8/13〜8/21）
待　遇▶�各社保完備、制服貸与
勤務先▶�㈱IHIアグリテック開発室(千歳市上長都1061-2)

農業機械図面トレーサ業務農業機械図面トレーサ業務 募募
集集

千歳 派 開発図面業務

千歳市上長都1061-2 ㈱IHIアグリテック内
三好梱包商事㈲ 千歳事業所

お電話の上、面接時に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-4368

■�一般労働者派遣事業(派01-301226)

仕　事▶�外来での看護業務全般
資　格▶�看護師免許
時　間▶�平日/8:40〜17:15�

第1・3・5土曜/8:40〜12:15�
※当直（16:45〜翌9:00）�
月に2回程度有

給　与▶ 月217,500〜316,000円 
（各種手当含む）+当直手当、残業手当

休　日▶�日曜、祝日、第2・4土曜、他月に1日休み有

仕　事▶�透析センターでの看護業務全般
資　格▶�看護師免許
時　間▶�8:30〜17:05�

13:00〜22:30�
※待機有

給　与▶ 月221,500〜356,000円 
（各種手当含む）+待機手当、残業手当

休　日▶�日曜、他、シフト制

〒061-1395
恵庭市恵み野西2丁目3-5

社会医療法人�北晨会

恵み野病院
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-36-7555 受付/9〜17時
担当/看護部長 佐藤

正職員募集
恵み野病院社会医療法人 北晨会

外来看護師 透析センター看護師

待　遇▶�各社保完備、賞与年2回（昨年度実績3.95ヶ月分）、�
退職金制度（3年以上勤務者）、通勤手当（上限45,000円）、�
昇給有、リフレッシュ休暇有、車通勤可

共通
項目

24時間対応の院内保育所有!  
子育て世代も安心して働けます。

恵庭 正 看護師

日勤のみの
相談も可能

です！

千歳市幸町
2丁目3-2☎0123-26-5061 受付/14〜18時�

担当/浅野、山川

まずはお気軽にお電話ください。

◆ ホールスタッフ アルバイト

仕　事▶�接客、配膳、料理説明、片付け等
資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶�時給1,050円 

※22時以降深夜割増有
時　間▶�17:00〜23:00の間�

※予約状況による
勤　務▶週3〜5日程度
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与

◆ 洗い場・調理補助 パート

仕　事▶洗い場・簡単な調理補助等
資　格▶�主婦（夫）歓迎、未経験者歓迎
給　与▶�時給950円 

※22時以降深夜割増有
時　間▶�17:00〜23:00の間�

※予約状況による
勤　務▶週3日程度�
待　遇▶交通費規定支給

ホールスタッフホールスタッフ

スタッフ募集
洗い場・調理補助洗い場・調理補助

未経験者歓迎！未経験者歓迎！

千歳 ア ホールパ 洗い場・調理補助

2名募集2名募集

2名募集2名募集

給　与▶�［一般］時給900円　［学生］時給890円
時　間▶�13:00〜21:00、17:00〜21:00�

13:00〜18:00の間で4時間

☎39-7777
島松店 恵庭市島松旭町1丁目1-1

給　与▶�［一般］時給905円　［学生］時給890円
時　間▶�17:00〜21:00
勤　務▶�週3〜4日

待　遇▶�制服付与、交通費規定支給、�
車通勤可

応募

恵み野店 恵庭市恵み野西3丁目1

☎36-2980

応募

今回は今回は

の募集ですの募集です
レ ジ ス タッフレ ジ ス タッフ

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32

〈共通項目〉

[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

Web応募

恵庭 ア パ レジ

未経験者でもOK！未経験者でもOK！

〒066-0023　千歳市寿1丁目6-3
（有）道央グリンサービス

【受付/9〜18時】
担当/杉本

まずはお気軽にお電話ください。

☎24-9262

仕　事▶��公園の維持管理（樹木の剪定、草刈）、�
一般住宅の外構・庭設計、施工等の業務、�
冬期は除雪等

資　格▶�要普免、未経験者歓迎
給　与▶�正社員/月給200,000〜280,000円 

　　　 ※試用期間有 
パート/日給9,000円〜

時　間▶�8:00〜17:00
休　日▶��日曜、祝日、GW、お盆他
待　遇▶��雇用、労災、建設国保加入

残り 残り 
3名3名

千歳 正 パ 公園の維持管理

登録制登録制のの
お仕事お仕事です!です!
★登録期間1年★登録期間1年
★継続更新可能★継続更新可能
★性別・年齢不問★性別・年齢不問

時
給 円〜950950

千歳 パ 農作業、収穫作業

千歳営農センター営農振興課
〒066-0035�千歳市高台5丁目1-15

仕　事▶�千歳市内の農家での農作業､
収穫作業

資　格▶�健康で体力に自信のある方、
車通勤可能な方

給　与▶基本時給950円〜
時　間▶�8:00〜17:00�

（作業状況で若干の変更有）
期　間▶�10月下旬頃まで�

（12〜2月休み）
休　日▶�詳細は登録時にて�

（週2〜3日の勤務でもOK）
待　遇▶�労災保険有､交通費規定支給�

（1日350〜600円）
勤務先▶千歳市内の農家

申込連絡の際、登録日をお知らせします。履歴書は不要です。

☎0123-23-5600 担当/
阿部・半澤

（受付時間�月〜金�10:00〜16:00）

スタッフ募集!スタッフ募集!
健康で体を動かすのが好きな方にぴったりなお仕事です♪健康で体を動かすのが好きな方にぴったりなお仕事です♪

農作業・収穫作業農作業・収穫作業


