
2022年5月6日（金）ちゃんと 10

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 

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

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

〈受付〉月～金/9～21時　 土/9～18時　※日曜休み
☎0120-502-112トドック

コールセンター
■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

共済推進スタッフ
募集！
働きやすい職場です！

未経験者歓迎♪
ルート配達スタッフ同時募集！体験同乗 OK♪

仕　事▶ 「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

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

千歳 パ 共済推進スタッフ

けあビジョンホーム恵庭

恵庭市柏木町4丁目9-18
けあビジョンホーム恵庭

資　格▶ ①経験者優遇 ②未経験者歓迎 
③介護支援専門員

給　与▶ ① 月210,000～311,000円 
(夜勤手当5回含む)

　　　　② 時給930円～+夜勤手当6,000円/1回 
※介護福祉士は時給980円～

　　　　③時給1,500円
時　間▶ 7:15～16:15　10:00～19:00 

16:00～翌9:00　※パートは応相談
休　日▶ 正社員/シフト制 

※年間休日110日 
※パートは応相談

待　遇▶ 各社保完備(パートは雇用・労災保険)、
交通費全額支給、車通勤可、 
昇給年1回、賞与年2回、食事補助有、 
永年勤続表彰（5年経過表彰金＋5日
連続休暇)、有給休暇、資格取得サポー
ト制度、特定処遇改善加算

①正社員（介護職・介護支援専門員）正社員 パート

②介護職パート

③介護支援専門員パート

まずはお気軽にお電話ください。 
面接時、写真付き履歴書をお持ちください。

☎0123-39-5550
 070-1391-6264 担当/永野

働く職員も幸せ。
うわさ話、かげぐち禁止の職場を目指しています。

訪問介護事業所
2022年7月開設予定！

介護支援専門員 
介護員スタッフ募集

サービス担当責任者
募集

お仕事説明会開催!
日

　時

場
所

5/14土
5/13金
 10:00～、14:00～、18:00～
恵庭市民会館 
リハーサル室（B）

恵庭 正 パ 介護支援専門員、介護員

給　与▶ ①時給950円～　②時給889円～
時　間▶ ①8:30～16:15（実働7h　休憩45分） 

②10:00～15:00（実働4.5h　休憩30分） 
※多少の残業の場合有

休　日▶ ①週休2日制　※シフト制
勤　務▶ ②週3日～OK 

※ フルで働きたい方（週30h以上）社保加入可、要相談
待　遇▶ 交通費規定支給、社保完備、制服貸与、有給休暇
勤務先▶千歳市幸町5丁目6-1

未経験者OK

札幌市北区北7条西1丁目2-6■ビルメンテナンス業

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
千歳にて面接を実施します。 担当/熊谷

☎011-707-5228
協和総合管理㈱ 札幌支社

ホテルの❶清掃責任者 ❷客室清掃者

車通勤OK

千歳 パ 清掃責任者、客室清掃者

医療法人社団 髙橋整形外科クリニック
千歳市千代田町7丁目1789-3　千歳ステーションプラザ5F 

〒066-0031　千歳市長都駅前3丁目1-31
髙橋整形外科リハビリテーションクリニック

☎27-1971お電話の上、写真付
履歴書を郵送ください。

【共通項目】
資　格▶ 看護師又は准看護師資格、59歳以下（定年を上限とするため）
休　日▶ 日曜・祝日、お盆、年末年始、他法人指定日　※パートは勤務日数応相談
待　遇▶ 社保完備（パートは雇用・労災保険)、交通費規定支給、試用期間3ヶ月

時　間▶ ①②9:00～13:00、14:30～18:30 
※希望を考慮したシフト制　※水土は9:00～13:00のみ

給　与▶時給1,250～1,450円

◆ パート

時　間▶ ①月火木金/9:00～13:00、14:30～18:30 
　水土/9:00～13:00 
②月火水金/9:00～13:00、14:30～18:30 
　木土/9:00～13:00

給　与▶月210,000～250,000円（精勤手当含む)

◆ 正社員

勤務先
①髙橋整形外科クリニック/ 千歳市千代田町 7 丁目1789-3　千歳ステーションプラザ 5F
②髙橋整形外科リハビリテーションクリニック/千歳市長都駅前 3丁目1-13看護師 募 集

正社員
パート

★フィットネスジム 
　（ヨガ・ダンス）インストラクター

★医療クラーク
★看護助手 同時募集

千歳 正 パ 看護師

Qua ity & Discount 恵庭市黄金南
6丁目10番地4

まずはお電話でお問い合わせください。
後日面接日をご相談させていただきます。 

担当/採用係☎39-5555

◆青果
◆惣菜
◆レジ兼品出し
《共通項目》
給　与▶ 時給899円
時　間▶ 8:00～13:00
勤　務▶ 日数・休日応相談
待　遇▶ 有給休暇、制服貸与、雇用保険、交通費規定支給

 

恵庭 パ 青果、惣菜、レジ兼品出し

日数・休日
応相談！

キッチンスタッフ

札幌市東区東苗穂3条3丁目1-31
株式会社 日総

まずはお気軽にお電話ください。面接は勤務先で行います。 

0120-13-0015 担当/ 
前田

初めての方 
  OK♪

車通勤 
   OK♪

全体共通項目
待　遇▶  交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場有）、社保完備（勤務時間による）、 

有給休暇、永年勤続表彰有（3年以上～）、食事補助有、正社員は退職金制度有

 

 

恵み野西2丁目3-5 《病院》
時　間▶ ①5:00～14:30 

　（実働8h） 
②13:30～20:30 
　（実働7h） 
※①②固定勤務OK

❶
時　間▶ ①5:00～12:00 

　（実働6.5h） 
②10:00～19:00 
　（実働7.5h）

恵み野西2丁目3-4 《施設》❷

給　与▶時給900～1,150円
勤　務▶ 月16～21日程度 

※応相談

時　間▶ 5:00～20:30（実働8h） 
※シフト制

給　与▶ 月20～28万円 
+賞与年2回

休　日▶月9日程度

調理師
正社員
恵庭市内

パート 
共通項目❸❷❶

時　間▶ 8:00～15:00 
（実働6.5h）

黄金南4丁目1-1 《医院》❸

 

恵庭 正 調理師パ キッチンスタッフ

＼仕事探すなら／

【製造ほか】会社の稼働日と休日を表したカレンダー。会社によっては休日が一般的な公休日である
土日祝と異なる場合がある。シフトごとの出勤日と休日を表したものを指す場合もある（シフトカレン
ダー）。工場の稼働日と休日を表したものは工場カレンダーという。

会社カレンダー

知ってるようで、
 知らない

時　間▶   8:30～17:00、20:30～翌5:00
勤　務▶ 5勤2休もしくは4勤2休 

※シフト制
給　与▶   時給1,100円～ 

※22時以降/時給1,375円
期　間▶ 長期（3ヶ月毎更新）
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、 

車通勤可（P完備）、社員登用有

0120-095-350
当社HPお問合せフォームからも応募できます。
https://speed-hokkaido.jp/

【派遣】電子基盤製造〈恵庭市戸磯〉

日勤のみも 
OK!

月収例 
23万円以上 
可能！

函館市新川町1-24  R4TM新川町 5F

株式会社

スピード北海道
一般労働者派遣事業（派01-300425） 有料職業紹介事業（01-ユ-300238）

出張面接や、電話面接も応相談

面接会にご参加ください
※予約優先　※飛び込み参加も歓迎

13:30～15:305
木12/日時

場所 恵庭市市民会館　第1会議室
※写真付き履歴書をお持ちください。

恵庭 派 製造

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）

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


