
2022年6月17日（金） ちゃんと13

休みやシフト調整の 
ご希望伺います！

担当/三浦☎011-841-1431

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は恵庭市内の勤務先にて行います。

仕　事▶ 幼稚園・保育園の給食・おやつの調理、盛付、 
食器洗浄など

時　間▶ 8:30～14:00（実働5h、休憩0.5h）
給　与▶時給890円
勤　務▶ 月～金の週4日/月1回土曜有、シフト制 

※長期休暇・閑散期は、週2～3日
待　遇▶ 各社保完備（加入は希望者のみ）、制服貸与、 

交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ 認定こども園「ひまわり幼稚園」/恵庭市黄金南6丁目2-2

札幌市白石区東札幌
5条2丁目8-19ユニオン給食株式会社

時給
890円

恵庭 ア パ 給食調理

まずはお気軽にお電話ください。 
面接には写真付履歴書をお持ちください。☎36-4114
パーラー恵み野 恵庭市恵み野西1丁目4番

受付/平日9～17時

◆ 清掃スタッフ

◆ 厨房スタッフ

仕　事▶ 店内清掃全般、トイレ、玄関等の清掃、 
（お客様の周り）空き缶・ゴミ回収

給　与▶ 時給900円～ 
※22時以降は、時給25％アップ

時　間▶ 13:00～23:00（実働4～6h）
勤　務▶週3日程度

資　格▶ 未経験者歓迎
待　遇▶制服貸与、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ 恵庭市恵み野西1丁目4（厨房は本店のみ） 

北広島市中央3丁目6-1

共通項目

スタッフ募集!
勤務時間応相談！

仕　事▶ アミューズメント施設内の厨房にて、 
簡単な調理業務

給　与▶時給900円
時　間▶ 9:00～15:00の間で3～5h程度
勤　務▶週2～3日

未経験者歓迎

恵庭・北広島 パ 清掃、厨房

千歳・その他 派 ①材料投入・機械操作 ②飲料缶の検品・フォーク運搬 ③自動車部品の目視検査

期　間▶ 8月中旬～翌3月頃まで 
※次年度以降継続雇用の可能性有

仕　事▶ 玉ねぎ、馬鈴薯等、 
野菜の選別・パック詰め

資　格▶ 未経験者歓迎、自力通勤可能な方
給　与▶時給1,000円
時　間▶  8:30～17:30 ※実働8h
勤　務▶週2～5日 ※応相談
休　日▶ 土日祝　※繁忙期は土、祝出勤の

場合有（時給割増）
待　遇▶ 各社保完備（勤務による）、 

交通費規定支給、車通勤可 

恵庭市戸磯
193-6

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-35-3131
株式会社HAL GREEN

1,000

受付/8:30～17:30
担当/吉岡、片桐

恵庭 パ 野菜の選別・パック詰め

仕　事▶ 新千歳空港内の巡回、他業務
資　格▶ 普通(中型)免許、車通勤できる方
給　与▶ 月給160,000円～ ※深夜割増含む 

※資格手当有/10,000円迄 
※入社後、資格取得制度有

時　間▶ 日勤/7:30～16:30 
夜勤/16:30～翌7:30   
（シフト交替制）

休　日▶ 月7～9日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

制服貸与、正社員登用制度有

空港施設
警備員 募

集

北海道東急ビルマネジメント㈱
千歳・苫小牧営業所

〒066-0027 千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F

担当/
スズキ☎0123-22-1090

問合せだけでもOK、まずはお電話ください。

千歳 契 空港施設警備員

正社員 
登用有

★訪問ヘルパーも募集中♪
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、有給休暇、資格取得サポート制度、 
特定処遇改善加算、食事補助有、 
永年勤続表彰（5年経過表彰金＋5日連続休暇)

①正社員（介護職・介護支援専門員）
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！

正社員

パート

介護支援専門員 
介護員スタッフ募集

登録ヘルパー同時募集！
・生活支援/時給1,150円
・身体介護/時給1,450円

6/18土

お仕事説明会開催!

場 
所

日 

時
 10:00～、14:00～、18:00～

6/19日
時間は両日共に 
以下の時間から

恵庭市民会館
リハーサル室（B）

正 パ 介護支援専門員、介護員、看護師恵庭 正 パ 介護支援専門員、介護員

千歳・恵庭 ア パ 品出し・陳列
親切･丁寧に指導いたしますので未経験者でも安心！

仕　事▶ ①浴場、脱衣室等の清掃 
②清掃、簡単なボイラー操作（資格不要）

資　格▶未経験歓迎、シニアの方も歓迎
時　間▶5:30～9:00（実働3.5ｈ、時々0.5ｈ延長あり）
給　与▶時給920円
勤　務▶年中無休/シフト制（土日のみ出勤も可能）
待　遇▶労災保険、交通費規定支給、車通勤可

清掃員募集

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
☎24-0800電話連絡の上､写真付履歴書を 

お持ちください。

◆ 千歳乃湯えんの清掃

時 
給 920円

千歳 パ 清掃

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

ローソン自衛隊東千歳駐屯地店 千歳市祝梅1016

☎22-2241 ※委細は面談にて

新型コロナウイルスの感染予防対策をしています。

仕　事▶店内業務全般
資　格▶車通勤可能な方、ダブルワーク・シニア・学生可
時　間▶ ①5:00～10:00 ②5:00～14:00 

③14:00～23:00 ④17:00～23:00
給　与▶  時給960円 

※5:00～8:00までは時給1,000円 
※19:00～22:00までは時給1,000円 
※22:00～23:00までは時給1,200円

勤　務▶ 週2日～
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、社会保険有
勤務先▶ 陸上自衛隊東千歳駐屯地内 

（千歳市祝梅1016）

◆東千歳駐屯地内店舗
Wワーク、シニア、学生ＯＫ!!

駐屯地内のローソン
で働こう!!

普段は入れない場所で、ちょっと働いてみませんか？

お待ちして 
おります♪

千歳 パ 店内業務

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）

健康で体を動かすこと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！!

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

千歳・恵庭 委 配布員

【代理】配布員さん
急募!!

仕　事▶ 生活情報紙「ちゃんと」を、会社が
指定する地域に配布してもらう
お仕事です。 
毎週木・金の2日間で1,000部程
度の配布をお願いします。

資　格▶ 年齢不問、自家用車をお持ちの
方、健康でまじめな方

勤　務▶ 毎週木・金曜の2日間
給　与▶ 日給8,000円
時　間▶ 木曜/5:00～19:00、 

金曜/5:00～18:00 
上記時間の間で1日5～6h程度 
※ 状況により時間が変動する 
可能性がございます。

日給8,000円!!

株式会社 報業社 千歳市北栄2丁目27-2

採用担当者☎23-2878
電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

仕　事▶ 文具・書籍・食品等を取り扱う売店で、 
レジ操作や品出し等をしていただきます。

資　格▶ 未経験者歓迎、扶養控除内・掛持ち勤務もOK
時　間▶ 【平日】17:30～20:30 

【土日祝】9:30～18:30  
※実働3～4h位　※シフト制

給　与▶ 時給890円
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、 

制服貸与、車通勤可
勤務先▶ コンビニYショップ/ 

恵庭市西島松308（自衛隊島松駐屯地内厚生センター）

恵庭 パ 店内業務全般

店内業務スタッフ急募!!
仕　事▶ 居酒屋ホール業務、調理補助、 

宅配業務
資　格▶未経験者歓迎、経験者優遇、要普免
給　与▶ 時給900円～　 

※正社員登用時/月給18万円
時　間▶ 14:00～23:00（実働8h） 

※応相談
休　日▶週1～2日
待　遇▶ 雇用保険、正社員登用有、車通勤可、

昇給有、制服貸与、まかない有
勤務先▶ 焼鳥ダイニングBONZO/ 

恵庭市漁町
電話連絡の上、履歴書（写真不要）をお持ちください。

(株)ハイハット 

業務拡大に向け

増員募集!

担当/脇田
受付/11～17時090-8900-0296

【事業所】恵庭市漁町179番地

パート アルバイト
正
社
員
登
用
有

恵庭 ア パ ホールスタッフ、調理、宅配


