
2022年4月29日（金） ちゃんと13

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

資　格▶ 普通自動車免許、介護福祉士又は介護職員初任者
研修修了（旧ヘルパー2級）以上

給　与▶ 週5日勤務/時給1,260円～ 
週4日勤務/時給1,200円～ 
※いずれも処遇改善手当を含む 
★業績により年1回一時金を支給 ★昇給制度あり

時　間▶規定による
勤　務▶ 週４～5日（応相談） ※シフト制
待　遇▶ 介護福祉士手当、通勤・車両借上手当、 

社保加入可能（時間数による） ※希望者のみ

★有給を取得しやすい！
★未経験者でも安心!!同行いたします♪
ご自宅を訪問し､買い物･掃除･移動等を行うお仕事です。

〒061-1446　恵庭市末広町125番地1

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

時間相談
できます♪

担当/笹川まずはお電話ください。☎0123-33-1120

恵庭 パ 訪問介護員

ホームヘルパー募集!

千歳市釜加135番地（勤務先）

☎22-5371 担当/松谷

坂本造園株式会社

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

期　間▶ 即日～6月 
（9月までの延長も有り） 
※5月からでも可

仕　事▶花苗手入れ・出荷作業
時　間▶8:00～17:00
　　　　※1日3h～で勤務時間相談OK
給　与▶ 時給900～950円（勤務時間による）
勤　務▶週1日～　※応相談
待　遇▶交通費規定支給

千歳 期 ア パ 花苗生産・作業スタッフ
募
集花苗生産 作業スタッフ＆

土・日・祝 
出勤できる方は 
（6h以上勤務）

950円～時
給

◆ 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・受付スタッフ募集
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

仕　事▶ 入場者・来訪者の受付、鍵の授受管理、 
建物内外の巡回、その他付随する業務

給　与▶ 時給1,000円 
※22時以降深夜割増有

時　間▶ ①18:00～翌6:00 
②21:00～翌9:00　※実働8h

勤　務▶週4～5日　　　休　日▶週休2日制
待　遇▶雇用・労災保険、交通費規定支給、無料P有
勤務先▶恵庭市戸磯

担当/ 
屋敷応募 ☎0144-35-0563

苫小牧市表町5丁目5-1 王子不動産ビル1F
太平ビルサービス㈱苫小牧営業所

夜間受付スタッフ
恵庭の新しい工場でのお仕事です！

募集!

資格不問！

恵庭 パ 受付

★ 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!!

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!!
トレーラー運転手

千歳 正 トレーラー運転手

【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！
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!

恵庭

☎0123-34-2796応募
恵庭市末広町
32番地えにわスマイル保育園認定こども園

資　格▶ 保育士資格
給　与▶ ［正職員］月207,000～260,000円 

［準職員］月172,000～217,000円 
［パート］時給1,100円 
※いずれも各種手当含む

時　間▶ ［正職員］7:00～19:00の間でシフト制 
［準職員］7:00～19:00の間で6h（シフト制） 
［パート］8:00～17:00の間で5h（シフト制）

正職員 準職員 パート

保育士募集

勤　務▶ ［正職員/準職員］週休2日（シフト制）　 
［パート］週4日程度

待　遇▶ 社会保険完備、[正・準のみ]年2回賞与有、 
交通費支給（月5,000～20,000円）、 
子ども手当（月5,000～10,000円）

共
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就労支援金5万円支給
（正職員のみ/試用期間終了後）

勤務開始日ご相談ください！

正 準 パ 保育士

〈担当/田澤〉

千歳市日の出1丁目1-66千歳店

2名募集☎26-6660応募

給　与▶ ［一般］時給938円 ［学生］時給890円
時　間▶ 8:30～13:00　
勤　務▶週3～4日（土日祝のみでも可）

千歳市勇舞8丁目1-1長都店

給　与▶ ［一般］時給910円 ［学生］時給890円
時　間▶ 8:30～13:00、 

17:00～21:00 ※3～4時間 応相談

1名募集☎23-7667応募

《共通項目》
 制服付与、交通費規定支給、車通勤可

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32

[応募］ 希望の店舗に電話連絡のうえ、 
写真付履歴書をお持ちください。 

担当/店長 

Web応募

千歳 ア パ デリカ

デリカスタッフ
今回は

の募集です

道内最大のネットワーク 北交ハイヤー
千歳 正 嘱 タクシードライバー

タ
ク
シ
ー

ド
ラ
イ
バ
ー

に
な
ろ
う
!!

千歳市信濃1丁目8番14号千歳北交ハイヤー㈱ ☎23-4145応募 ［担当］渡辺・松口

資　格▶ 要普免（運転経験3年以上） ★AT限定可
時　間▶ ［朝］①5:00～14:30 ②7:30～17:00 

［夕・夜］ ①17:00～翌2:30 
②20:00～翌5:30

　　　　※［朝］［夕・夜］選択制  
　　　　※いずれも実働6.5h、休憩3h 
　　　　※昼勤、夜勤、隔日勤（応相談）
勤　務▶ 4出勤後→公休→4勤務→公休→3勤務→公休

の繰り返し

入社支度金制度

賃金保証制度
10~30

月25 支給!
利用可!

※規定有6ヶ月間
給　与▶ 歩合制 

例： 正社員/月182,962円 
（昼勤、25日出勤の場合） 
嘱託/月172,200円 
（昼勤、25日出勤の場合）

待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、燃料 
手当、無事故手当、有給休暇、慶弔休暇、 
育児・介護休暇、二種免許取得養成制度有

未経験者
OK!! 

万
円

万
円

異業種からの
転職も歓迎!!

二種免許取得
養成制度有！

直売所スタッフ募集!

勇払郡安平町
早来富岡210-20

仕　事▶ 花と野菜の直売所「サックルズファーム」で
の店内業務（レジ打ち、商品の陳列、袋詰め
など）、配送業務

資　格▶ 未経験者・経験者ともに歓迎、 
車通勤できる方（公共交通機関が少ない為）

給　与▶  時給900円～
時　間▶8:30～17:00の間で実働7h（休憩1h）
休　日▶月10日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、有給休暇、 

社員割引有

受付/平日9:00～17:30　　担当/笠井
☎0145-26-2800
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

残り若干名の募集です

明るく
和気あいあい
とした職場です!

未経験者歓迎

安平 ア パ 直売所業務

月収例（食肉の脱骨）
千歳からの通勤で
扶養家族2名、
残業月5hの場合

30万円以上可能！
月収例（食肉の整形等）

千歳からの通勤で
扶養家族2名、
残業月5hの場合

26万円以上可能！

食肉加工スタッフ 
募集！

札幌市東区北47条
東17丁目1-32-701 

【HPはこちら】　https://douou-kousan.co.jp/
㈲道央興産

☎011-786-0344
090-9435-2663

まずはお電話ください。面接は勤務先にて行います。

受付/8～16時
担当/すぎぶち ★食肉加工スタッフ/パートも同時募集

時　間▶ 9:30～14:30の間で応相談 
6:40～16:00の間で2h～OK！

給　与▶ 時給1,100円 
※スタートからラストまで勤務してくれる方は、時給1,200円

包装・真空・箱詰め 
などの単純作業

資　格▶ 経験不問、車通勤できる方、高卒以上、 
40歳以下(キャリア形成を図る募集の為)

給　与▶ 月給260,000円～　※試用期間6ヶ月(短縮有)/日給9,000円

◆食肉の整形(豚肉の脂肪を取り除く）、 
　包装(肉の袋詰め、コンベアーにのせる）等、商品の流れを管理

資　格▶ 経験不問、車通勤できる方、高卒以上、 
64歳以下(定年雇い止めの為)

給　与▶ 月給220,000円～　※試用期間6ヶ月(短縮有)/日給9,000円

◆食肉の脱骨 
　(流れ作業の為、一人の作業量は少なめです。）

時　間▶ 平日/6:40～16:00（休憩80分） 
土曜/6:40～12:40（休憩60分） 
※残業月平均5h程度　※3ヶ月単位の変形労働時間制

休　日▶ 週休2日制（日曜・祝日定休、他会社カレンダーによる）
待　遇▶ 各社保完備、交通費実費支給（上限28,000円)、 

昇給有、賞与年2回、制服貸与、車通勤可（無料 
駐車場有）、有給休暇、社員食堂有、福利厚生、他

勤務先▶ ㈱北海道畜産公社 早来工場内（勇払郡安平町遠浅695番地） 
★千歳からは車で20分程度、苫小牧からは 
　30分程度と通いやすいです。

共
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男女共に活躍
出来ます

安平 正 食肉加工

地域包括支援センター

知ってるようで、
 知らない

【福祉】2006年介護保険法改正で定められた、介護で困った事や問い合わせの窓口となる機関。各
市区町村の中学校区ごとに設置され、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジ
メントなどを総合的に行う。

◆【アルバイト】洋生菓子の製造全般
時　間▶ ①17:00～22:00 

②7:00～12:00
給　与▶ 時給1,050円
勤　務▶ 月12～15日　※年中無休のため、シフト制

恵庭市戸磯 
201-20

㈱ デザートランド 
北海道工場

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡「Ｑ人ナビを
見た」とお伝えください！お気軽にお電話を！随時受付♪
応 募 ☎0123-34-0800

◆【パート】洋生菓子の製造、洗浄・荷受け、衛生
時　間▶ 【フルタイム】①9:00～18:00（8:00～17:00）

　　　　　　②12:00～21:00 
 【短時間】 ①9:00～14:00 ②12:00～17:00 

給　与▶ 時給970円
勤　務▶シフト勤務可能

有名コンビニスイーツ

年間休日が増えました！
★ 男 女 と も に 活 躍 中♪

 フルタイムでも急な対応や時間の調整を致します♪

★ 未 経 験 者 歓 迎！

友達同士の応募も大歓迎！
資　格▶ 未経験者歓迎
待　遇▶ 各社保険完備（勤務時間による）、昇給年1回、 

有給休暇制度、産後休暇、育児休暇、制服貸与、 
車通勤可、交通費規定支給、正社員のみ賞与年2回、
退職金制度（勤続5年以上が対象）

共
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◆【正社員】洋生菓子の製造全般 
時　間▶基本9:00～18:00　※早出、遅出有
給　与▶ 高校新卒/月給171,730円 

25歳以上、大学新卒/月給201,170円 
※残業手当、深夜割増手当（経験・能力等を考慮） 
※委細面談

休　日▶ 年間120日、月8～10日　※月の勤務日数による

【正・ア】
商品の仕分け・ 

出荷作業製造準備等も有

未経験者も大歓迎
恵庭 正 ア 製造パ 製造、洗浄・荷受け、衛生




