
2022年6月24日（金） ちゃんと13

[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〉

〈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、7:30～13:00 

13:00～17:00
勤　務▶週4日
〈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

スタッフ募集

㈱ラルズ

千歳 ア パ 水産、デリカ

2名 
募集

2名 
募集

2名 
募集

今回は複数部門！ ご希望の部門をお選びください！

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）☎0123-49-6805

資　格▶ 介護職員初任者研修修了者 
（ヘルパー2級）あれば尚可

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

※処遇改善手当78,000～98,000円（偶数月毎支給）

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

夜勤の可否
対応可能!

◆ 準職員

介
護
職
員
募
集

共通項目
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78,000～98,000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）

詳細は 
HPをご覧 
ください！

千歳 正 準 介護職員

正社員3職種募集!!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭市住吉町
2丁目1-3富士交通㈱
担当/金田一☎0123-33-6271

待　遇▶ 社保完備、試用期間3ヶ月有《共通項目》

トラック
乗務員

〈正社員〉 仕　事▶ トラックでの配送業務
時　間▶ 7:00～16:00　※早出、時間外勤務有
勤　務▶ 週5～6日 ※シフト制
給　与▶ 4t/月24万円～ 

8tクレーン付き/月25万円～ 
11tクレーン付き/月26万円～

資　格▶ 中型免許以上

仕　事▶ 新千歳空港専属のタクシー運転手
時　間▶ 日勤/7:30～21:00の間で実働8h
勤　務▶シフト制
給　与▶ 月給18万～30万円
資　格▶ 普通二種以上

〈正社員〉

空港専属 
タクシー 
乗務員

恵庭 正 トラック・バス・タクシー乗務員

仕　事▶観光・送迎バスの乗務員
時　間▶ 6:30～20:00の間で実働8h
勤　務▶シフト制
給　与▶ 月給26万円～
資　格▶ 大型二種

〈正社員〉

大型バス
乗務員

 ★女性も活躍できる♪

マイクロバス 
乗務員も募集中！
【資格】中型二種

仕　事▶ 浴場内・岩盤浴場内、館内共用部分の 
モップ掛けや消毒等の簡単な清掃

時　間▶ 6:00～9:00
給　与▶時給890円～
勤　務▶週3～4日
待　遇▶ 労災保険、 

交通費規定支給、 
制服貸与、車通勤可（無料駐車場有）、 
従業員割引有（一緒に来店した家族も対象）、 
仕事終わりの温泉入浴無料

恵庭市戸磯
397-2えにわ温泉 ほのか

担当/なんば・こんどう☎32-2615応募

早朝清掃
恵庭 パ 清掃

WワークもOK
日数応相談

スタッフ
募集！

給　与▶ 時給1,700円
時　間▶ 8:00～17:00　※実働8h
休　日▶ 土日祝、お盆休暇（8/13～8/21）、 

年末年始
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇制度、制服貸与、

交通費規定支給
勤務先▶ ㈱IHIアグリテック構内 

(千歳市上長都1061-2)

お電話の上、面接時に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-4368
（札幌本社） ☎011-787-3443
 miyoshi-konpou-3443@m7.dion.ne.jp

千歳市上長都1061-2 ㈱IHIアグリテック構内
三好梱包商事㈲ 千歳事業所

一般労働者派遣事業(派01-301226)

溶接工(アーク溶接) 
（未経験者可）

2名募集
長く勤務できる、 

やる気！元気のある人!

派遣スタッフ募集
千歳 派 溶接工

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・恵庭 パ 配布管理業務員

(19時以降)
(19時まで)

千歳市幸町3丁目CS
KOMACHIビル2F

☎0123-23-2214
090-8906-4932

サンタナ
応
募

給　与▶ レギュラー/ 時給1,600円以上 
※経験者優遇

　　　　アルバイト/時給1,500円以上
時　間▶ 19:00～翌1:00の間でお好きな時間 

★短時間でもOK!
待　遇▶ 貸しスーツ等有り、 

交通費規定支給

ノンアルコールOK

未経験者歓迎
WワークOK!
日払いOK!

千歳 ア カウンター・フロアレディ

★新型コロナウイルス 
　感染予防対策を施しており、 
　安心して働けます！

30～40代活躍中！

札幌市白石区
東札幌4条4丁目1-2㈱日本キャリアサービス

◆恵庭市恵み野/医療機関での日常清掃  
時　間▶ 6:30～15:30（シフト制、実働3.5h以上） 

※終業時間応相談
休　日▶ 土曜（シフト制、月2日程度）、日曜・祝日
給　与▶ 時給889円
待　遇▶ 雇用・労災保険、制服貸与、交通費規定支給、

車通勤可

☎011-820-8811 採用係

まずはお気軽にお電話ください。受付／9:00～17:30

シニアも
活躍中!! 扶養内

OK!

働きやすい
環境です♬

恵庭 パ 清掃スタッフ

恵庭 ア パ 交通誘導警備

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。パーラー恵み野 ☎36-4114恵庭市恵み野西1丁目4番

受付/平日9～17時

◆ 駐車場スタッフ/北広島市
仕　事▶ 店内床のモップ拭き、駐車場のゴミ拾い、分別等
給　与▶時給889円
時　間▶ 7:30～11:00（休憩15分）
勤　務▶週3日程度

◆ 清掃スタッフ/恵庭市・北広島市
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 
※駐車場と閉店後清掃のみ高卒以上

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 

北広島市中央3丁目6-1

共通項目
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

◆ 厨房スタッフ/恵庭市

スタッフ募集! 時間 
応相談！

恵庭・北広島 パ 清掃、厨房

㈱タスクM 
ホールディングス

給　与▶時給900円～ ※経験者優遇
時　間▶9:30～15:30 ※実働5.25h
勤　務▶週3日～ ※応相談
勤務先▶ 千歳第一ホテル/ 

千歳市幸町4丁目25-1

勤務日数、勤務時間は応相談

【共通項目】 待　遇▶ 交通費規定支給、 
制服貸与、車通勤可電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

（千歳第一ホテルに繋がります）

☎0123-27-2000 千歳市幸町
4丁目25-1

ホテルのお仕事2職種募集!!

千歳 ア パ ベッドメイク、ホール

給　与▶時給1,200円～
時　間▶ 22:00～翌8:00
勤　務▶週1日～ ※応相談
勤務先▶ クイーンズホテル千歳/ 

千歳市幸町5丁目6-1

◆ナイトフロント◆ベッドメイク

〒053-0006 苫小牧市新中野町2丁目18番11号
http://www.nds-web.co.jp☎ 0144-32-6204

〒059-1303 苫小牧市拓勇東町8丁目6番68号
http://www.to-ds.com☎ 0144-55-7191

仕　事▶ 採用後、自動車教習指導員となるための資格
取得を目指していただきます。取得に向けた
学習をしながら、学校運営の業務（送迎車の運
転業務等）も担当していただきます。 
資格取得へ向けては当社がしっかりサポート
しますのでご安心ください。（試験は年3回有）

資　格▶ 高卒以上、35歳以下（省令3）、 
普通自動車免許（AT限定不可・中型または
大型免許あれば尚可）

給　与▶ 資格取得前/月170,000円（各種手当無） 
資格取得後/月161,000～241,000円 
　　　　　+諸手当（役付手当、家族手当、 
　　　　　  業務手当、募集手当、他） 
※年齢や経験を考慮し決定します。

時　間▶  9:00～21:00の間で実働7～8h（休憩1h）
休　日▶シフト制、年末年始、お盆、GW
待　遇▶ 各種社会保険完備、車通勤可（駐車場無料）、交通

費規定支給（月13,580円まで）、昇給有、賞与年
2回、決算賞与年1回（業績による）、有給休暇有、
燃料手当有、退職金制度有、試用期間3ヶ月有

勤務先▶ 苫小牧中野自動車学校 
苫小牧ドライビングスクール

写真付履歴書、職務経歴書を郵送してください。 
書類選考のうえ、面接日時をお知らせいたします。 

詳細は面談にてご説明いたします。

（株）苫小牧ドライビングスクール
〒 059-1303　苫小牧市拓勇東町8丁目6-68

担当/岩井

自動車学校で働く‼
という人生の選択。

1. 社会から求められる仕事
2. 長く勤務する人が多い職場
3. 福利厚生が完備
4. 頑張りを認めてくれる会社
5. 子育てママも働くチャンス！

未来へ向けた人生設計ができ、 
安心して仕事にうちこめる。

だから

教習指導員候補生 募集

送迎バスドライバー同時募集！

約16万人の市民から 頼られてきた仕事。
※NDS・ToDS:1964年～2022年5月現在卒業生数（各種講習の受講人数は含まず）

苫小牧 正 教習指導員候補生

仕　事▶ 見積・報告書・電話・テナント対応、駐車場売上管理等
給　与▶ 月給175,000円～
時　間▶ ①8:00～17:00　②11:30～20:30 

※実働7.25h シフト制
勤　務▶ 月22～24日
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、 

制服貸与、正社員登用制度有、試用期間2ヶ月
勤務先▶ 千歳ステーションプラザ 

千歳市千代田町7丁目1789-3

まずはお電話ください!面接時履歴書不要。 
面接は勤務先で行います。

☎ 011-271-1749【札幌事業部】
担当/佐藤

千歳市柏台南1丁目3番1（千歳アルカディア・プラザ3F）
千歳営業所

 

千歳 契 事務


