
2022年5月20日（金） ちゃんと11

電話連絡の上、履歴書お持ちください。お気軽にお電話ください。

☎23-2010 受付/9時～16時

長期働きたい方募集! 
仕　事▶ 炊飯業務及び配送
資　格▶要普免
時　間▶6:00～16:00　※残業含
給　与▶ 月給170,000円 

＋諸手当35,000円（定額） 
総支給/205,000円

休　日▶月8～9日　※シフト制
待　遇▶ 各種社会保険完備　※いずれも詳細は面談にて。

㈱吉田商店 〒066-0037
千歳市新富3丁目9-2

ちとせライスセンター

40代・50代 
活躍中！

千歳 契 炊飯業務及び配送

千歳市千代田町7丁目1789
千歳ステーションプラザ5F

採用係☎26-4182応募

《共通項目》 
時　間▶ 月・火・木/8:30～20:00（休憩90分） 

金/8:30～18:30（休憩90分） 
土・日/8:30～13:00

　　　　平日（週2日）/14:30～20:00 
　　　　金（隔週）/8:30～16:00 
勤　務▶ シフト制
休　日▶水曜日、第2・4土曜日、祝日、年末、お盆
待　遇▶ 各社保完備、賞与有、交通費全額支給、制服貸与、 

昇給有、暖房手当有、他委細面談にて

事前見学 
OK

給　与▶ 月給220,000円～　※試用期間有/時給970円
◆ 歯科衛生士

◆ 歯科助手
給　与▶ 月給170,000円～　※試用期間有/時給890円

千歳 正 歯科衛生士、歯科助手

スタッフ募集!!

千歳市青葉5丁目6-10　http://www.hotal-web.com

◆ベッドメイク
時　間▶ ①9:00～15:00　②19:00～翌1:00
給　与▶ 時給940円　※22:00以降/時給1,175円 

※試用期間/同条件
勤　務▶週2日程度

電話の上､写真付履歴書をお持ちください｡ 担当/國田

ホ テ ル 　 　 　 　 　 ホ タ ル 全室Wi-Fi
完備

0123-40-2077 090-2511-4127

千歳 パ ベッドメイク、ナイトフロント

◆ナイトフロント
時　間▶ 19:00～翌9:00
給　与▶ 日給13,800円　 

※試用期間/日給13,160円
勤　務▶週2日程度

Wワーク
OK!!

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

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許、 
二種免許取得養成制度有

給　与▶ 歩合制 
例/【日勤】200,000円以上可能 
　  【夜勤】250,000円以上可能

勤　務▶ 4勤1休（応相談）
時　間▶ 例/【日勤】8:00～16:30 

　  【夜勤】17:00～翌1:30 
※勤務時間応相談

待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、車通勤可（駐車場完備）

（担当/関本・佐々木）☎23-3121
 まずはお気軽にお電話ください。

〒066-0027
千歳市末広1丁目4-8千歳交通㈱

と でタクシードライバー募集!千歳 恵庭

勤務時間
応相談

福利厚生充実
千歳乃湯えん

ちとせインターゴルフクラブ
会社説明会を開催します!
日時

会場

5月24日（火）
ハローワーク千歳

10:00～

千歳市東雲町4丁目2-6

費用当社負担
養成期間中日当有

千歳・恵庭 契 タクシードライバー

仕　事▶ ①朝届いた荷物のバーコードをタブレット端末でスキャンしお客様情報を入力 
　(スマートフォンなどの文字入力がで出来ればすぐに覚えられます。） 
②登録した荷物を配車別に仕分けする（極端な重量物はほかのスタッフが運びます。） 
　※一週間程度の研修有

資　格▶未経験者歓迎、主婦（夫）歓迎、学生歓迎 
給　与▶時給1,000円～
時　間▶  5:00～8:00の間で2～3h　※勤務時間調整可能
勤　務▶ 週1～5日　※応相談(平日のみOK　曜日の固定も応相談)
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場有）、制服貸与 

千歳市流通2丁目3-10
千歳旭ヶ丘
営業所ヤマト運輸㈱

まずはお気軽にお電話ください。担当/水戸

080-5451-8588

ヤマト運輸宅急便 
「早朝」仕分けスタッフ募集

★バイトデビュー歓迎
★お友達との応募も可

★WワークOK
★短期・長期選べます

コープさっぽろパセオすみよし店、スーパーアークス千歳店から車で約5分！

スキマ時間や学生さんの 
長期休みのアルバイト、 
定年後の方も歓迎します

年齢・性別問わず活躍中！

千歳 ア パ 宅急便仕分け

共
通
項
目

応募
社会福祉法人
千歳福祉会

〒066-0066
千歳市大和4丁目2-1

採用担当/中尾 
（受付/9:30～17:30）

介護職員募集
正職員
準職員

準
職
員

資　格▶介護職員初任者研修修了者（ヘルパー2級）必須
給　与▶ 月163,250円～ 

+夜勤手当（10,000円/回) 
※賞与年2回（2.55ヶ月分） 
※介護福祉士手当5,000円

夜勤の可否
対応可能!

資　格▶ 介護福祉士（実務経験5年以上）
給　与▶ 月169,000円～ 

+夜勤手当 4,428円～/回 
+資格手当 5,000円 
（年齢・経験に応じて支給） 
※賞与年2回（3.4ヶ月分）

正
職
員

扶養・住宅・
寒冷地手当
支給

☎0123-49-6805

仕　事▶入居者様の介護・生活介助・生活部門の整理等
時　間▶ 日勤/7:00～19:00（実働8h、休憩1h） 

夜勤/ 17:30～翌9:30（実働14h、休憩2h）  
※月4～5回

休　日▶ 週休2日制※年間休日120日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

有給休暇有、退職金制度（共済会あり）、 
処遇改善手当81,000～100,000円 
（偶数月毎支給）

勤務先▶ 特別養護老人ホーム　暢寿園 
（千歳市富丘2丁目7-5）

現在お勤め中の方もまずはお電話ください。 
勤務開始日応相談

千歳 正 準 介護職員

 処遇改善手当81,000～100,000円（偶数月毎支給）

お仕事
ファイル

体力

正義感

コミュニケーション能力

警備員
施設内や工事現場などで人や物を警備・警護する職業。警備の仕事は1号～
4号に分けられており、1号は建物の見張り、2号は交通誘導を行う。

なし（学力を求められる場合があります）
あったら
いいかも
資格

あったら
いいかも
スキル

安
心
・
安
全
の
た
め
に

見
守
り
ま
す

島松本町1丁目
島松寿町1丁目
中島町4丁目
黄金南1・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

勇舞1・8丁目
富丘4丁目
稲穂2丁目
北斗2丁目
若草1丁目
白樺4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
‼自分のペースで

仕事が出来るよ！

さん

面接時
全員にプレゼント!!

なんと、、、
両方差し上げます!

お米5Kg!
ティッシュ5箱!

増員キャンペーンの春
※5月末まで

千歳・恵庭 委 配布員

仕　事▶ 【夏期】草刈、落ち葉、ルーフドレン等の外構清掃 
【冬期】除雪中心、館内清掃も有

資　格▶不問、未経験者歓迎
給　与▶ 時給900円
時　間▶  8:00～17:00、7:00～16:00、 

6:00～15:00　※実働7.5h
勤　務▶ シフト制
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、交通費規定支給
勤務先▶ 千歳市開基記念総合武道館/千歳市あずさ1丁目3-1

仕　事▶ ホール、廊下、各室、トイレ等の日常清掃

資　格▶未経験者歓迎

給　与▶ 時給889円

時　間▶ 7:00～16:00　※実働7.5h　※延長有

休　日▶土曜日、他シフト制

待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可

勤務先▶ 千歳市総合福祉センター/千歳市東雲町2丁目34

千歳市総合福祉センター（契約社員）

清掃 募集スタッフ

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20 第12ふじやビル4F

☎22-5280
採用係

電話連絡のうえ、写真付履歴
書をお持ちください。

千歳市開基記念総合武道館（契約社員）

千歳 契 清掃

北広島
◆ 訪問看護師 ★訪問先へは社用車使用
給　与▶ 時給1,600円 

待機手当： 平日・土曜 1,000円 
日曜・祝日 2,000円

時　間▶8:50～17:15の間で4h～
勤　務▶ 週3～5日 

※勤務・時間応相談
待　遇▶ 社保完備、車通勤可、 

通勤手当（月16,000まで）、 
昼食有、制服貸与

採用担当応募 ☎011-376-3911
医療法人社団 翔仁会

●就労支援金法人4万円、北広島市5万円～

訪問看護ステーション　リエゾン
北広島市輪厚704番地16

パ 訪問看護

HPはこちら⬇


