
2022年7月1日（金） ちゃんと11

千歳市新富1丁目7-5
 平和ビル1F

☎22-7400【受付時間/9～16時】応 募

仕　事▶ PC入力作業、電話・来客対応、 
銀行などへの外回り（社用車使用）

資　格▶ Excel、Word等、基本的なPC操作が可能な方
時　間▶ 8:30～17:00　※実働7.5h
休　日▶ 土日祝、年末年始（12/30～1/3） 

※年間240日の勤務です。
給　与▶ 月15～17万円
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、有給休暇

残業なし！お休み充実♪
学校行事への参加も可能
子育て世代が働きやすい環境です♪
千歳 正 一般事務 恵庭 パ 院内売店販売員

★ 千歳・恵庭地域全て送迎いたします！
仕　事▶ ①箱折り作業　②封筒作り（発送用、スタンプ押し） 

③製品のシール貼り作業 
④PCによるネット販売の登録、梱包、発送業務

資　格▶ 障がい者手帳をお持ちの方、受給者証をお持
ちの方、医師の診断書か意見書をお持ちの方

報　酬▶工賃/1日950円～
時　間▶10:00～14:00
勤　務▶月～金 ※応相談
待　遇▶完全送迎有、食事有（自己負担/100円）、余暇活動有

就労支援B型事業所 ジョブタス千歳勇舞事業所 千歳市勇舞6丁目7番地2
◆事業所番号/0111100905

障がいのある方のためのお仕事です。

まずはお電話ください。

☎0123-29-4980

月1回でも 
対応いたします！

千歳 他 製作他

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

千歳市北陽1丁目2-1フードD365千歳店
担当/加々谷☎27-5370

勤務日数・休日応相談!!

Qua ity & Discount スタッフ募集！

給　与▶ 時給899円
時　間▶ 8:00～13:00、 

13:00～17:00
勤　務▶週3～4日
待　遇▶ 雇用保険（勤務時間により加入）、 

有給休暇有、制服貸与

◆レジ

扶養内 
  勤務可♪

千歳 ア パ レジ

土日勤務できる方 
歓迎

仕　事▶ 出前、ホールスタッフ
資　格▶ 未経験者歓迎、学生可（高校生不可）
時　間▶ ①10:00～15:00 

②17:00～20:00 ※応相談
給　与▶ 平日/時給900円　　 

土日祝/時給1,000円
勤　務▶週3～4日
待　遇▶ 食事付
応　募▶ 電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

〒066-0025
千歳市梅ヶ丘1丁目9-8

担当 /店長☎24-1930
070-6601-3982

土日祝は時給1,000円
男女問わず募集! 2・3名募集!!

千歳 ア パ 出前、ホールスタッフ

平日のみでも 
OK

（有）ライブビジョン 苫小牧市春日町
1丁目12番2号

一般労働者派遣事業（般01-300470）

未経験者大歓迎!

土日のみ、夏休みのみ、
学生大歓迎！

お気軽にお電話ください。出張面接致します。

☎0144-37-1234
 live_vision@ymail.plala.or.jp

（本社）

仕　事▶ ブロッコリー・スイートコーン等の収穫や工場での選別作業
期　間▶即日～11月中旬
資　格▶ 未経験者歓迎、年齢・性別不問、学生可
給　与▶ 時給990～1,200円
時　間▶ 8:00～17:00 ※実働7.5h  

※天候・収穫状況により変動有
勤　務▶ 週1～5日　※勤務日選べます。
待　遇▶ 無料送迎有、日払い・週払い可
勤務先▶苫小牧･むかわ･厚真近郊

無料送迎有♪

スタッフ
大募集!!

年齢･性別 不問！

★日払い・週払い可
★ 10～70代まで幅広い年齢の方が活躍!!

野 菜 収 穫 時給990
～1,200円高時給!!

苫小牧・その他 派 農作業

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

時給

900円 
～

履歴書を右記に 
ご郵送ください。

〒080-0802 帯広市東2条南20丁目4-2
合同会社 インシュピルサン

☎0155-29-2151 　080-6416-0926担当/高橋

駐屯地での

調理補助

スタッフ増員募集

食器洗浄業務です！

恵庭 ア パ 調理補助、食器洗浄

仕　事▶ 駐屯地内の食堂での調理
補助、食器洗浄等

給　与▶時給900円～ 
時　間▶ 9:00～18:00の間で、 

実働6～7h
勤　務▶ 週2～5日 

※シフト制
待　遇▶ 交通費規定支給、 

その他、委細面談
勤務先▶ 陸上自衛隊南恵庭駐屯地 

（恵庭市恵南63番地）

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!!

お仕事
ファイル

体力

責任感

コミュニケーション能力

物品を指定の時間・場所に届ける職業。運搬だけでなく、仕分けや積込み作業
などを行う。郵便配達員、最近では宅配デリバリー宅配員などがいる。

あったら
いいかも
資格

あったら
いいかも
スキル

大
切
な
荷
物
を
し
っ
か
り

届
け
る

●普通一種免許
●大型一種免許 など

配達員

まずはお電話ください！
0120-116-377

労働者派遣事業 （派）01-301336
有料職業紹介事業 01-ユ-300541

㈱ホットスタッフ苫小牧

待　遇▶ 各社保完備、制服
貸与、退職金有、交
通費実費支給（上
限有）、週払いOK
（規定有）

送迎有り・短期・平日休み・
交通費全額支給案件など
イロイロ多数！！

《共通項目》 

オススメ
10案件

千
歳

給　与▶①時給1,070円～　②時給1,050円～
時　間▶ 8:30～18:00
休　日▶ 週休2日、シフト制

①レンタカーの清掃
②レンタカーの受付1,050円～

時給

安
平

給　与▶時給1,100円～ ※22時以降深夜割増有
時　間▶ 8:20～17:00、16:30～翌1:10、

24:00～翌8:40　※日勤のみも可
休　日▶ 土、日

手のひらサイズの 
車部品製造補助
★日勤のみも可1,100円～

時給

千
歳

給　与▶時給1,200円～
時　間▶8:30～17:30
休　日▶ 土、日、祝　※大型連休有

フォークリフト運搬
★日勤のみ1,200円～

時給

千
歳

給　与▶時給1,100円～
時　間▶ 8:30～17:30
休　日▶ 土、日、祝　※大型連休有

プラスチックパイプの
仕分け検品
★ 人気のお仕事1,100円～

時給

千
歳

給　与▶時給1,070円～
時　間▶8:00～17:00
休　日▶シフト制　※勤務日数応相談

鶏舎の清掃
★千歳駅周辺から送迎OK1,070円～

時給

苫
小
牧

給　与▶時給1,050円～
時　間▶7:00～16:00
休　日▶ 週休2日　

ゴルフ場①コース売店
②練習場受付スタッフ1,050円～

時給

千
歳

給　与▶時給1,000円
時　間▶ 住込み/6:00～10:00、17:30～21:30 

通勤/6:00～14:30
休　日▶ 月8～10日、シフト制

旅館レストラン・ 
宴会場での受付案内・ホール
★寮有（寮費無料）1,000円

時給

恵
庭

給　与▶時給1,000円～
時　間▶ 13:30～18:00、18:00～22:00 

※選択可　※短期は9:00～13:30も有
休　日▶水、日

加工食品の検品・梱包
★年末迄の短期！ 
　長期も可1,000円～

時給

長
沼

給　与▶時給1,100円～
時　間▶平日/11:00～17:00、土日祝/11:00～20:00
休　日▶ 週休2日 ※平日や土日の休みもOK

11月OPENのイタリアン
レストランでのホール業務
★お休み希望叶いやすい！1,100円～

時給

 Webで見つけよう♬
登録のみも大歓迎！

その他・千歳・
恵庭で54件

3日払いもOK！

千
歳

給　与▶時給1,000円～+交通費全額支給
時　間▶ ①13:30～22:00、8:00～13:00

②10:00～22:00の間で8.5h
休　日▶ 月8日1,000円～

時給
★レストラン業務も同時募集

空港内温泉施設での
①清掃 ②フロント

千歳・恵庭・他 派 仕分け、清掃、受付、フォークリフト運搬、検品・梱包、ホール、製造補助、売店

給　与▶ 月給214,170～323,140円+他手当 
※年収例:399～615万円(夜勤4回) 
夜勤12,000円/回、 
土曜1,000円、日祝2,000円

給　与▶ 月給160,570～170,570円+他手当 
※月収例：19～23万円(夜勤4回) 
夜勤7,000円/回、 
土曜500円、日祝1,000円 
資格手当1万円、 
看護補助手当上限15,000円/月 
賞与年2回、賞与月収計4.0ヶ月分(前年度
実績)、燃料手当上限12万円

給　与▶ 月給145,000～155,000円+他手当 
※月収例：17.5～21万円(夜勤4回) 
夜勤7,000円/回、 
土曜500円、日祝1,000円 
看護補助手当上限15,000円/月 
賞与年2回、賞与月収計2.8ヶ月分(前年度
実績)、燃料手当上限12万円

時　間▶ 8:50～17:15、8:50～12:30、 
17:00～9:10

勤　務▶ 4週8休・シフト制(月平均10日休み)
待　遇▶ 賞与年2回(正看護師、介護福祉士4.0ヶ月、

看護補助員2.8ヶ月)、社保完備、通勤手当、
車通勤可、職員送迎有(北広島・恵庭・福住・ 
清田・大谷地方面)保育所有、昼食有 
他手当内訳: 住宅/15,000円(上限)、 

家族/10,000円(配偶者)・ 
　　 3,000円(子)、 
冬期燃料/ 35,000円～ 

120,000円迄

☎011-377-3911 採用担当まで

◆正看護師 《共通項目》

◆介護福祉士

◆看護補助員

医療法人社団 翔仁会
北広島市輪厚
704番地16輪厚三愛病院

●ホームページをご覧ください。 http://www.shojinkai.or.jp

当法人より
15～20万円支給

就労
支援金介護職員募集

看護師

面接前の見学も受付ております。 
お気軽にお問い合わせください。

北広島 正 看護師、介護福祉士、看護補助員


