
2022年6月17日（金）ちゃんと 12

営業募集 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

あなたの「好き！」を
活かしませんか？

生活情報紙 「ちゃんと」 の営業スタッフを募集します。

千歳・恵庭 正 営業
道内最大のネットワーク 北交ハイヤー

千歳市信濃1丁目8番14号千歳北交ハイヤー㈱ ☎23-4145応募 ［担当］渡辺・松口

資　格▶ 要普免（運転経験1年以上） ★AT限定可 
※ 運転経験1年以上、3年以下の方は受験資格特
例教習受講者に限る。

時　間▶ ［朝］①5:00～14:30 ②7:30～17:00 
［夕・夜］ ①17:00～翌2:30　②20:00～翌5:30

　　　　※［朝］［夕・夜］選択制  
　　　　※いずれも実働6.5h、休憩3h 
　　　　※昼勤、夜勤、隔日勤（応相談）
勤　務▶ 4勤務→公休→4勤務→公休→3勤務→公休の繰り返し
給　与▶ 歩合制 

例： 正社員/月182,962円 
（昼勤、25日出勤の場合） 
嘱託/月172,200円 
（昼勤、25日出勤の場合）

待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、燃料手当、無事故手当、 
有給休暇、慶弔休暇、育児・介護休暇、二種免許取
得養成制度有

入社支度金制度

※規定有

未経験者
OK!! 

10~30 利用可!万
円

賃金保証制度 月25 支給!6ヶ月間 万
円

二種免許取得条件が 
19歳以上、普通免許保持1年以上に

緩和されます。
二種免許取得は、当社でバックアップ♪
ドライバーデビューしませんか？

千歳 正 嘱 タクシードライバー

仕　事▶ コープさっぽろの宅配システム「トドック」の 
商品仕分けと配送車への積込み作業

資　格▶ 主婦（夫）・シニア歓迎
時　間▶7:00～9:30　※出勤時間要相談
給　与▶ 時給910円 

※祝日勤務は時給＋30円 
※試採用期間3ヶ月/時給889円

勤　務▶週5日
休　日▶土曜、日曜
待　遇▶ 各社保完備（試採用終了後）、車通勤可、 

制服貸与、慶弔見舞金等共済会

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

朝の時間を
有効活用
しませんか？

20～50代の 
方が活躍中!

主婦（夫）、シニア、
未経験者大歓迎！ ★共済推進スタッフ同時募集中！主婦（夫）歓迎！ 

ブランクOK!

千歳 ア パ 仕分け・積込みスタッフ 恵庭 ア パ 交通誘導警備

担当/中野☎0123-39-2133
〒061-1433 恵庭市北柏木町5丁目3-1

履歴書（写真貼付）を下記担当者宛に
郵送いただくか、直接お電話ください。応募

女性が活躍している職場です!!

株式会社 恵庭商品物流センター

給　与▶ 一般商品仕分け担当/時給914円 
重量物含む商品仕分け担当/時給1,054円

時　間▶ ①9:00～15:30 ②③④9:00～17:00
勤　務▶ ①週4日以上 ②週3日以上 

③月、木 ④月、火、木 
※①と②は曜日応相談

休　日▶土・日
資　格▶ 祝日勤務可能な方、 

60歳未満の方（定年60歳の為）、学生不可
待　遇▶ 勤務時間により社会保険適用、有給休暇有

（6ヶ月勤務後付与)、交通費規定支給（月額 
上限15,000円）、制服貸与、車通勤可

長期可能な方歓迎!

社会保険
適用可

扶養内
OK!!70歳まで

の再雇用
制度有

商品の仕分けや各店舗への発送準備作業

恵庭 ア パ 商品仕分け担当

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、その他 

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！
★1年以上、離職者ナシ！長く働ける環境です。
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!

週2日
1日1h
   だけ！

㈱清
せ い  ふ う  ど う

風堂 札幌市東区北16条東1丁目2-15

採用係☎011-748-6868
まずはお気軽にお電話ください!!面接は現地または近隣で行います！

オフィスビルの清掃スタッフ募集
シニア・未経験者も大歓迎！！

勤務先▶ 恵庭市漁町29-1 
★エコバス「シティホール前」停徒歩3分

仕　事▶ 共用部掃き拭き、 
事務所内掃除機かけ等 
※女子トイレ清掃含む

給　与▶ 日給1,500円
時　間▶ 7:30～8:30（1h）
勤　務▶月・木または火・金（選択可）
待　遇▶ 制服貸与

恵庭 パ 清掃スタッフ

https://seifuudo-recruit.com

仕　事▶ ①調理場内での補助、洗い場食器洗浄等 
②デザートコーナーでの販売接客

時　間▶ 9:00～15:00、9:00～16:00、10:00～15:00
勤　務▶ 4週8休（シフト制）
給　与▶ 時給1,200円
期　間▶ 即日～11/15まで ※延長の可能性有
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可
勤務先▶苫小牧市美沢（新千歳空港より車で15分）

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
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）、制服貸与、社員登用有
勤務先▶恵庭市戸磯

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/

◆ 電子基板製造 ◆ テーマパーク内レストランスタッフ

函館市新川町1-24  R4TM新川町 5F
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）

株式会社
出張面接や、電話面接も応相談

・ 軽作業が中心です ・未経験者歓迎！

恵庭・その他 派 製造、レストランスタッフ

・経験不問・簡単作業・日数、休み要相談

毎年人気のお仕事なので、決まり次第終了です！！

カンタン作業♫ 希望の日数・曜日で働けます！

短期アルバイト

● 今回勤務された方には、今冬お歳暮時期のお仕事を優先案内!!

☎0123-23-5125
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

★詳細は面談にて★

新千歳流通センター（千歳市北信濃863-2）
（担当まで）

鴻池運輸株式会社

前回来てくれた方、時給UPします！

期　間▶6月27日～8月初旬（7月のみでも可)
仕　事▶ ①御中元ギフトの包装ライン・検品・積込　 

②運搬作業（包装後のギフトを運搬する作業）
資　格▶ 未経験者歓迎、60歳まで（定年雇い止めのため）
給　与▶ 【運搬作業】時給1,000円 

【包装ライン･検品作業】時給900円 
※経験者は優遇（規定有）

時　間▶ 9:00～16:30（実働6h程度） ※状況による
勤　務▶ 期間中の14～30日間 ※応相談
待　遇▶車通勤可（交通費支給有）
勤務先▶新千歳流通センター（千歳市北信濃863-2）

●検温の実施 ●作業時にはフェースシールド支給 ●アルコールの設置 
●密を防ぐために、ソーシャルディスタンスを守ってます。 　　　など

御中元ギフトの

★ 自動包装の機械あります！  
手作業もありますが、カンタンですよ♪

【包装後のギフト製品を積込する作業】
のスタッフ、募集強化中です！

❷運搬作業スタッフ

時給1,000円！!
収入例

30日勤務で

180,000円以上
14日勤務で

84,000円以上

男性
活躍中

★友達と応募もOK！
★主婦・大学生以上の方歓迎!!

御中元ギフトの包装作業
（ピッキング・包装・検品作業）
★ 基本、土日祝 
お休みです！

❶ギフト包装ライン・検品作業

時給900円
収入例

30日勤務で

162,000円以上
14日勤務で

75,600円以上
男女ともに
みなさん
大歓迎!

新型コロナウイルス感染症対策も
万全です!!

女性
活躍中

集まり次第終了！

10名
限定

●
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勤務先・ 
面接場所はここ

千歳 ア ギフト包装ライン・検品作業、製品積込作業

≪新型コロナウイルス感染防止対策≫電話面接も承ります！0120-622-468
まずはお気軽にお問合せください。

労働者派遣事業(派01-300002) 職業紹介事業(01-ユ-300120) 
〈本社〉 札幌市白石区北郷2条4丁目5-8
ネイヴルソリューションスタッフ株式

会社

北海道で派遣を始めて22年── 総合人材サービス 

ネイヴル

ー最新情報はHPから♪ー
http://www.navel-g.co.jp/

待　遇▶ 週払い制度有、通勤手当支給有、 
無料駐車場有、未経験者大歓迎、 
分煙（屋内に喫煙所有）

◆ 共通項目

期　間▶ 長期
給　与▶ 時給1,200円～ 

※22時以降深夜割増有
時　間▶ どちらかで固定（希望に応じます） 

 ①8：30～17：30（休憩60分） 
②20：00～翌7：00（休憩180分）

休　日▶指定土・日・祝・他
勤務先▶千歳市北信濃

◆ 発泡スチロール製品の検品・梱包

お気軽にお立ち寄りください♪
場所

日時

予約
優先13：00～17：00

2022年6月22日水

恵庭市新町10（恵庭市役所隣）
恵庭市民会館1階市民相談室

期　間▶ 長期
給　与▶ 時給1,600円 

※22時以降深夜割増有
資　格▶リフト免許あれば尚可
時　間▶ 3交代　※休憩は各60分 

①8:00～16:00 
②16:00～0:00 
③0:00～8：00

勤　務▶3勤1休
待　遇▶ リフト等資格取得制度有（自己負

担なし!）
勤務先▶恵庭市恵南

◆ 断熱材製造作業

食品製造（恵庭市）時給1,000円
事務スタッフ（長沼町）時給1,300円
寮付案件ご希望の方も是非！

オススメ !急募 !

資格取得も自己負担ゼロ!高収入 !

千歳・恵庭 派 検品・梱包、製造

[応募］店舗に電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。担当/店長 札幌市中央区 
南13条西11丁目2-32

☎26-6660
千歳市日の出1丁目1-66

千歳店

応募

Web応募
はコチラ

待　遇▶ 制服付与、交通費規定支給、車通勤可
共通項目

給　与▶ ［一般］時給936円 ［学生］時給890円
時　間▶ 8:30～13:00 

※8:30～16:30の通し勤務も可
勤　務▶週4日程度

〈水産〉

2名 
募集

〈さかなやの寿司〉
給　与▶ ［一般］時給936円 ［学生］時給890円
時　間▶ 7:00～10:00、13:00～17:00
勤　務▶週4日

2名 
募集

〈デリカ〉
給　与▶ ［一般］時給938円 ［学生］時給890円
時　間▶ 7:00～11:00、8:30～13：00 

※8:30～16：00の通し勤務も可
勤　務▶週3～4日　※土日祝のみも可

2名 
募集

スタッフ募集
今回は複数部門！ご希望の部門をお選びください！

㈱ラルズ

千歳 ア パ 水産、デリカ


