
2022年4月29日（金）ちゃんと 14

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

勤務日は相談の上決定。週休2日制も相談可！

担当/古瀬☎22-0866
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許
時　間▶ 日勤:例/5:00～16:00　 

★5～8時の間に出勤し、 
　帰庫は出庫から10時間半後 
夜勤:例/18:00～翌5:00 　 
★ 18～20時の間に出勤し、 
帰庫は出庫から10時間半後

勤　務▶4勤1休
給　与▶ 完全歩合制　 

※入社後1年間は給与保証有(当社規定による） 
　日勤/月210,000円～　夜勤/月250,000円～

待　遇▶  各社保完備、入社祝金制度（10万円/規定有）、 
制服貸与、退職金制度、車通勤可（駐車場完備）

さわやか無線センター

★二種免許取得養成制度有!
★異業種からの転職者も歓迎します!

募集タクシー 
ドライバー

4勤1休！
しっ か り 稼 げ る !

千歳 正 嘱 タクシー乗務員

千歳

☎0123-21-8892応募
千歳市住吉 
5丁目1-24ちとせスマイル保育園認可保育所

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♪

正 準 パ 保育士

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
通
項
目

就労支援金5万円支給
（正職員のみ/試用期間終了後）

新卒の方も、
ブランクのある方も

大歓迎!!

千歳

〈担当/澤崎〉

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♪

業務拡大のためドライバー募集‼
4月新工場完成！

千歳 正 ドライバー

◆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
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2日～
OK!!

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

〈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

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▶11月中旬まで
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の

ゴルフ場レストラン

恵庭 ア パ 接客、調理、調理補助、売店

[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

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32

《共通項目》
制服貸与、交通費規定支給、車通勤可

恵庭 ア パ レジ

★ 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

恵庭店 恵庭市本町210

☎33-1122応募
給　与▶ ［一般］時給908円　［学生］時給890円
時　間▶ 10:00～14:00、17:00～21:15
勤　務▶ 週3日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

2名募集
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

応募

恵み野店 恵庭市恵み野西3丁目1

☎36-2980

応募

レジスタッフ今
回
は の募集です

親切･丁寧に指導いたしますので未経験者でも安心！

清掃員・湯張作業 募
集

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

仕　事▶簡単な機械操作
資　格▶資格不要、未経験者歓迎
時　間▶ 5:30～9:30 ※実働4h 

（時々0.5hの延長有）
給　与▶時給920円
勤　務▶ 月10日程度 ※年中無休
《共通項目》
勤務先▶ 千歳乃湯 えん（千歳市真々地3丁目）
待　遇▶ 労災保険、制服貸与、 

交通費規定支給、車通勤可

仕　事▶男女脱衣所･浴場内の巡回清掃
資　格▶未経験者歓迎
時　間▶ ①13:30～21:50（実働3～4.5h） 

②17:20～21:50（実働4.5h）
給　与▶時給920円～ ※17:20～は時給960円
勤　務▶シフト制 ※時間日数要相談 ※年中無休

◆清掃

◆機械操作（湯場の湯張作業）

千歳 パ 清掃、湯場の湯張作業

ちゃんと 検索

☎0123-24-7787 担当/金子
電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

■ビルメンテナンス 廃棄物収集運搬処理 ハウスクリーニング
千歳市流通
1丁目4番7号

〒066-0019

期　間▶11月中旬まで
勤務先▶本社（千歳市流通）

仕　事▶ 市内各公園・体育施設などの巡回清掃業務 
給　与▶ 時給900円～　職務手当/月3,000円
時　間▶ 8:30～17:30  
休　日▶週休2日　※シフト制
待　遇▶雇用保険、交通費規定支給、制服貸与

◆ 公園管理業務

給　与▶ 時給900円～
時　間▶ 8:30～17:30　※時間の変動有  
休　日▶土・日

◆ 草刈りスタッフ
都合に合わせて週1～勤務できます。経験者大歓迎！

千歳 パ 公園管理業務、草刈りスタッフ

Web応募も 
出来ます!

共通項目

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2丁目

富丘4丁目

稲穂2丁目

信濃1丁目
若草1丁目

白樺3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 募
集

年齢不問

1ヶ月休まずがんばろう！

皆勤賞 あ
り
‼

増員キャンペーンの春

自分のペースで
仕事が出来るよ！

さん
※5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‼

千歳・恵庭 委 配布員

■一般労働者派遣事業（派01-300021）

(株)ジェイサポート
面接地/ 札幌市北区北7条西4丁目8-3 北口ヨシヤビル3F 

（JR札幌駅北口より徒歩1分）

★出張面接も実施中です！職場見学もOK！ 
お気軽にお問い合わせください。

0120-706-717受付/
9～17時応募

期　間▶即日～長期
仕　事▶ 飲料や雑貨などが保管されている倉庫内でのお仕事

です。フォークリフトを用いて配送トラックへの積み
込みや商品格納（指定の棚に収納）等お願いします！

資　格▶ 要フォークリフト運転免許
給　与▶ 時給1,200円　※22時以降/時給1,500円
休　日▶ 日・祝固定休、他1日休みのシフト制　※休み希望応相談
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通勤可、無料駐車場

完備、週払い可（規定有）、有給休暇、学歴不問、 
ブランクOK、週払いOK

時　間▶ 7:30～16:30、12:00～21：00、 
21:00～翌6:00　（実働8h、休憩1h）

◆カウンターリフト /千歳市北信濃

時　間▶ 6:00～15:00、7:30～16:30、 
10:00～19:00　（実働8h、休憩1h）

◆リーチリフト /千歳市上長都

勤務地・時間帯選べます！

共通項目

資格と経験を活かせる♪
モクモク作業が好きな方にぴったり♪
時給1,200円　22時以降時給1,500円！

千歳 派 倉庫内でのフォークリフト作業




