
2022年6月3日（金）ちゃんと 10

Qua ity & Discount 恵庭市黄金南
6丁目10番地4

恵庭 パ 惣菜、レジ兼品出し

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

◆惣菜 ◆レジ兼品出し

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

共通項目  日数・休日
応相談！ 時　間▶ 6:00～15:00の間で応相談

給　与▶時給900円～　※経験に応じて
資　格▶ 経験・年齢問わずできる仕事です。 

繁忙な金・土に勤務できる方歓迎。
休　日▶ 基本水・日曜、祝日、GW、お盆、年末年始 

※水曜、祝日、出勤の場合有
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、車通勤可、 

交通費規定支給、正社員登用制度有

千歳市上長都958（千歳市公設地方卸売市場内）
株式会社 恵千フーズ

https://peraichi.com/landing_pages/view/keisen-foods
お仕事紹介ページも是非ご覧ください！▼

☎0123-40-1010応 
募

【担当】大道寺
【受付】9～16時

◆野菜のカット等の加工業務
勤務開始日応相談!! 長期歓迎
千歳 パ 加工

葬儀やお墓､遺産相続などいわゆる｢終活｣に関する
アドバイスを行うことができる資格。
葬儀社や保険業の方や､親の終活や介護などを考え
る方々が取得しています。
この資格に必要なの
は知識と人の話をし
っかりと聞くことが
大切です。
他にも､終活カウンセ
ラーや終活マイスタ
ーなど似たような資
格が7つある。

仕　事▶スーパーの店舗内清掃
給　与▶ 時給920円
勤　務▶ 水・木・金・土　※各1名募集
時　間▶ 平日/7:30～10:00　土・日・祝/6:30～9:00
 待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、有給休暇有
勤務先▶ 恵庭市恵み野里美2丁目（JR恵み野駅西側）

清掃スタッフ
920円

募
集

時
給

二幸産業 〒060-0031
札幌市中央区北1条東2丁目
5-2札幌泉第１ビル

☎011-241-2580
まずはお電話ください。面接は勤務先で行います。

北海道支社

担当/畠山

株式
会社

Wワーク
OK!!

朝の時間を有効に! 男
女
と
も
に
活
躍
中
‼元気な

60歳以上の方も歓迎♪

恵庭 パ 清掃

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

札幌市北区北7条西1丁目2-6■ビルメンテナンス業
協和総合管理㈱ 札幌支社

待　遇▶ ①②6h勤務のみ社保加入有、 
交通費規定支給、制服貸与、 
有給休暇（半年後から）

勤務先▶千歳市幸町5丁目6-1

共
通
項
目

給　与▶ 時給975円
時　間▶ 8:30～15:15（実働6h） 

※多少の残業有

❶ 清掃責任者　★社保完備 ★週休2日制

給　与▶ 時給940円
時　間▶ (a)8:30～15:15（実働6h）　※週30h勤務 

(b)10:00～15:00（実働4.5h）　※週3日～OK 
※多少の残業有

❷ 客室清掃者　★土日祝のみの学生も大歓迎

給　与▶ 時給940円
時　間▶ 10:00～14:30（実働4h）　※週3日～OK

❸ ベッドメイク　★土日祝のみの学生も大歓迎

給　与▶ 時給920円
時　間▶ 10:00～14:00（実働3.5h）

❹ 共用部清掃　★土日祝と平日1日勤務

未経験者OK
車通勤OK

千歳 パ 責任者、清掃、ベッドメイク

履歴書 ( 写真貼付 )を郵送ください。
追って面接日をお知らせします。

［担当］荒川 070-4510-0065

千歳市学校給食センター千歳市流通3丁目1-11

栄養士募集

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社
千歳営業所

勤務先

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶ 給食調理全般、衛生管理、 

調理員への衛生教育、 
衛生帳票管理、報告書等作成

資　格▶  管理栄養士・栄養士
給　与▶ 月給169,000円～
時　間▶ 7:30～16:30 

※実働8h　休憩1h
勤　務▶週5日
休　日▶ 土・日・祝
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

駐車場有

〒066-0028 千歳市花園5丁目7-3-103

千歳 契 栄養士

期　間▶短期・長期の相談可能
時　間▶ 6:00～15:00の内4～8h 

※相談可能
給　与▶ 時給1,100円～
休　日▶週2～4日　※相談可能

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▶ ①9:00～13:30　②13:30～18:00 

③18:00～22:00 
※①～③から選べます。　②は送迎有

給　与▶ 時給950円～
休　日▶ 水・日

 

期　間▶ 6月下旬～翌2月中旬
時　間▶ ①8:00～16:00　②16:00～24:00 

※①②のどちらか選べます。　①は送迎有
給　与▶ 時給972円～ 

※22時以降深夜割増有
休　日▶土・日・祝

 

期　間▶更新制　※短期の相談も可能
時　間▶ 7:00～23:00の内4～6h程度 

※時間帯応相談
給　与▶ 時給900円～
休　日▶ シフト制　週休1～4日　※応相談

登録会開催 9:00
〜
12：00

6/8 水
千歳市民文化センター （千歳市北栄2丁目2番地11号）
場 所

日時
時間

相談だけでもOK! ご参加、お待ちしております。

千歳・恵庭 契 送迎ドライバー派 調理補助、野菜のカット・乾燥・梱包、食品の検品・梱包

生活情報紙 「ちゃんと」 の営業スタッフを募集します。

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95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

営業募集正社員
あなたの「好き！」を活かしませんか？

千歳・恵庭 正 営業

応 募

☎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

お気軽に 
お問い合わせください♪

仕　事▶ 「ちゃんと」の配布員さん
の管理、チラシの仕分け
等、配布業務全般

資　格▶ 未経験者歓迎、 
PC操作(Excel)可能な方、 
車通勤できる方、 
健康で、体力に 
自信のある方

給　与▶時給950円
時　間▶ 9:00～16:00 ※応相談
勤　務▶月～金
待　遇▶ 交通費規定支給、 

正社員登用制度有

千歳 パ 配布管理業務員

1,100円時
給

一般労働者派遣事業（派01-300285）
千歳市東雲町
1丁目9-6㈱マグナクルー

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

★随時面接致します。
【月～金曜】9～18時0120-357-337

080-5729-7602 （土・日曜、祝日）

［恵庭市戸磯］電子機器の部品製造 ★増員募集
仕　事▶ プリント配線基板検査・製造業務。素材の穴あ

けや、切断等、機械を使用した作業が中心です。
重労働はありません。

期　間▶ 即日～長期　　
資　格▶ 未経験者歓迎、資格不問
給　与▶ 時給1,100円 

※22時以降深夜割増（時給1,375円）
時　間▶ 8:30～17:00、20:30～翌5:00 

※シフト制
勤　務▶ 4勤2休または5勤2休（会社カレンダーによる）
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、無料P有、各社保完備

★もくもくと軽作業ができる!
★しっかり稼ぎたい方にオススメ!
★未経験者歓迎！

長期安定!

恵庭 派 部品製造

登録制の
お仕事です!
★登録期間1年
★継続更新可能
★性別・年齢不問

時
給 円～950

千歳営農センター営農振興課
〒066-0035 千歳市高台5丁目1-15

仕　事▶ 千歳市内の農家での農作業､
収穫作業

資　格▶ 健康で体力に自信のある方、
車通勤可能な方

給　与▶基本時給950円～
時　間▶ 8:00～17:00 

（作業状況で若干の変更有）
期　間▶ 10月下旬頃まで 

（12～2月休み）
休　日▶ 詳細は登録時にて 

（週2～3日の勤務でもOK）
待　遇▶ 労災保険有､交通費規定支給 

（1日350～600円）
勤務先▶千歳市内の農家

申込連絡の際、登録日をお知らせします。履歴書は不要です。

☎0123-23-5600 担当/
阿部・半澤

（受付時間 月～金 10:00～16:00）

健康で体を動かすのが好きな方にぴったりなお仕事です♪

農作業・収穫作業
千歳 パ 農作業、収穫作業

まだまだ 
 募集中！!

仕　事▶ 介護業務全般（入浴、排せつ、レクリエーション、
手作業等の介助）

資　格▶介護職員初任者研修終了以上 
給　与▶時給1,100円～ 
時　間▶  8:30～17:30までの間で3h以上 ※応相談
勤　務▶月～土の間で週3日以上 ※応相談
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給

◆ 正社員

◆ パート

急 募 介護職員

利用者様急増のため増員募集！

恵庭市本町146
デイサービスおしゃべりサロン

仕　事▶ 介護業務全般（入浴、排せつ、レクリエーション等
の介助、送迎業務、等）

資　格▶介護職員初任者研修終了以上 
給　与▶月給180,000円以上（各種手当を含む）
時　間▶  8:00～18:00までの間で8h（休憩1hを含む）
勤　務▶月～土までの5日間
休　日▶日曜日、その他 ※週休2日
待　遇▶ 各保険完備、交通費規定支給

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎33-0211受付/8～17時  担当/小松

恵庭 正 パ 介護職員

服装自由!


