
2022年5月13日（金）ちゃんと 14

千歳・恵庭

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 

パ 業務スタッフ

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

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

デザイナー募集

仕　事▶「Q人ナビ」「ちゃんと」の紙面・広告制作
給　与▶ 月200,000円以上 ※経験により優遇
資　格▶ Illustrator・Photoshopの基本操作必須（InDesign使用できれば尚可） 

★Webの知識がある方尚可
時　間▶ 9:00～18:00（休憩95分） 

※月曜は若干の残業があります。
休　日▶日曜、他4週6休
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ヶ月位有

〒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

千歳 正 デザイナー

◆ 正社員

★ デザイン未経験者も 
応募可！

★ デザイン業務経験者 
大歓迎！

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-27-0911
採用担当/葉多埜・髙橋

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-26-2191 《担当》
つのだ

仕　事▶ 新車、中古車の販売業務、軽整備、他
資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許（AT限定OK）
給　与▶ 月160,000円～ 

※例/月200,000円以上も可能 
※試用期間1～6ヶ月/時給889円～

時　間▶ 10:00～19:00（実働8h）
休　日▶ 4週8休、他シフト制、年末年始 

※会社カレンダーによる
待　遇▶ 各社保完備、業績賞与年2回、 

燃料手当、交通費規定支給、車通勤可、 
カップ式飲料機使い放題

スターオート
千歳市東雲町5丁目7-3 株式会社スターオート 千歳店

http://starauto1995.com/

正社員
募集!

短時間のパート事務員さんも同時募集

千歳 正 販売、軽整備

★経験者歓迎 !
★車好きな未経験者歓迎‼

仕　事▶ レンタカーの受付等 
※ 仕事を覚えて、もっと頑張りた
い方は時給UP！

資　格▶ 経験者歓迎、要普通免許（AT限定OK）
給　与▶ 時給900円～
時　間▶ 7:30～19:00の間でシフト制  

※応相談
勤　務▶ 週3日～ ※シフト制 

※土・日曜のみ・Wワーク等応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

カップ式飲料機使い放題

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-26-2191《担当》つのだ

ニコニコレンタカー千歳市東雲町5丁目7-3 
千歳東雲町店

事務スタッフも同時募集！
1日3～5h 
週2、3日で応相談！

短
時
間 時

給 889円～

千歳 ア パ レンタカー業務

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!

24時間受付OK！ 
お気軽にお電話ください。 0120-172-642

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

期　間▶即日～長期
時　間▶ ① (1)5:00～14:00　(2)5:00～9:00 

(3)16:00～20:00
　　　　②(1)7:30～11:30　(2)16:00～21:00
給　与▶ 時給983円～
休　日▶シフト制　※応相談

千歳・恵庭 派 弁当の盛り込み・洗浄、検品・梱包、仕分け業務

期　間▶③④即日～12月末　①②6月～12月末
時　間▶ ①9:00～13:30　②9:00～18:00 

③13:30～18:00　④18:00～22:00 
※①～④で希望の時間帯。

給　与▶ 時給950円～
休　日▶シフト制（週休2日）

期　間▶ 即日～長期
時　間▶ ①9:00～18:00、②12:00～21:00 

③15:00～24:00、④18:00～翌3:00
給　与▶ 時給930～1,000円 

※22時以降深夜割増有
休　日▶シフト制（週休2日）

 

登録会開催
恵庭市民会館　小会議室 恵庭市新町10番地

9:00～12：00
5/18水

場 所

期　間▶ 即日～11月下旬
資　格▶ 車通勤できる方
給　与▶ 期間社員/時給1,050円～ 

（経験者優遇） 
パート/時給950円～

時　間▶ 期 間社員/5:30～16:00　 
※ 実働7～8h、 
月2～4日4h勤務有

　　　　　※シフト制
　　　　パ ート/5:30～10:30 

※実働4～5h 週5日勤務 
※Wワーク可 
※時間は季節により変動あり

待　遇▶ 各社保完備（期間社員）、 
交通費規定支給（上限月5万円） 
制服貸与、有給休暇、 
従業員食堂あり、 
ゴルフプレー優待制度あり

◆コース管理【期間社員、パート】

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎0144-57-5757
担当/五ヶ市（ごかいち）、川村（かわむら）

〒059-1365 苫小牧市植苗577番地1 

コース管理
スタッフ募集

急募
未経験者歓迎
時間・休日等応相談

★ 有給休暇取得率100%！！

★  女性の方も是非ご応募ください

苫小牧 期 パ コース管理

★  働きやすい環境整備の 
一環として2021年に男女 
トイレ・ロッカー室の 
改修工事を実施しました！

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

千歳市北陽1丁目2-1フードD365千歳店
担当/加々谷☎27-5370

給　与▶ 時給899円
勤　務▶週3～4日
待　遇▶ 雇用保険（勤務時間により加入）、 

有給休暇有、制服貸与

共通 
項目

勤務日数・休日応相談!!

Qua ity & Discount スタッフ募集！

仕　事▶ 簡単なお惣菜の調理、 
パック詰め

時　間▶ 8:00～12:00

◆デリカ

時　間▶8:30～13:00、13:00～17:00
◆レジ

扶養内 
  勤務可♪

千歳 ア パ デリカ、レジ

ウェブサイトもご覧ください▼ 
※24時間365日応募受付OK!

社会福祉士 正職員

仕　事▶患者様の相談や支援に係る業務全般
資　格▶ 社会福祉士資格Excel・Wordの 

基本操作、社会福祉士の業務経験
があれば尚可

給　与▶※詳細は面談にてお伝えします。
時　間▶ ①8:45～17:30 

②8:45～12:45（水・土)
休　日▶シフト制

《共通項目》 
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与（医）豊友会 千歳豊友会病院 Chitose Houyukai Hospital

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。
〒066-0034 千歳市富丘1丁目618-6
医療法人社団 豊友会 千歳豊友会病院 
人事担当宛☎24-4191

電話

https://www.foryou-hp.or.jp

仕　事▶ 入院病棟での看護師の補助業務 
（事務補助、電話対応、軽介助）

資　格▶ 高卒以上、資格不問、 
医療事務経験あれば尚可

給　与▶ 時給1,100円
時　間▶ 月・火・木・金/8:45～17：30 

水・土/8:45～12:45 
※時間・勤務日応相談

休　日▶日曜、祝日、年末年始

病棟クラーク 準職員

未経験者も
応募可

社会福祉士 病棟クラーク

 

千歳豊友会病院

スタッフ募集！

千歳 正 社会福祉士準 病棟クラーク

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☎0123-24-0800
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡

仕　事▶事務所・仮設トイレの日常清掃
資　格▶未経験歓迎（シニアもOK）、車通勤出来る方
時　間▶ 13:00～15:30の間 

（月・水・木は1.5ｈ）（火・金は2.5ｈ）
給　与▶時給920円　※交通費込
勤　務▶月～金　※日・祝日、年末年始休み
待　遇▶労災保険、制服貸与
勤務先▶千歳市柏台

清掃パートスタッフ募集
親切に指導 
致します♪

千歳 パ 清掃

歌や音楽を使ったレクリエーションを行う資格。
身体機能や認知機能低下予防に有効で､介護の現場
などで役立てられます。
高齢者の特性を理解し､身体面や精神面､社会面に
アプローチできる方
が､介護現場の活躍に
期待されています。
音楽の専門知識や経
験が無くても､資格
を取ることはでき
ます。

フェスタ終了後も 
継続可能です！

担当/三浦☎33-6000
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

ガーデンフェスタ2022 まもなく開催、 
警備員大募集‼

資　格▶未経験者、経験者・資格保有者尚可
給　与▶ 時給1,200円 

教育期間/時給1,000円
時　間▶9:00～18:00
休　日▶シフト制
期　間▶令和4年6月25日～7月24日
待　遇▶ 労災保険、資格手当有、 

社員登用の途有、法定教育有、寮有、 
資格取得支援制度有、入社書類会社負担 
交通費規定支給(教育期間中は交通費込)

アイルコーポレーション㈱ 恵庭市中島町
1丁目13-7

イベント会場及び駐車場における誘導です。
★道と川の駅　花ロードえにわ、はなふる会場

★ 費用会社負担で資格取得可能！

【未経験者歓迎】
女性・シニアも活躍できる環境です!

週払い可
寮あり

期間は令和 4 年 6月25日～7月24 日
仕事に就く前に教育及び研修があります。

一般警備員同時募集‼

恵庭 ア パ 警備、誘導


