
2022年7月1日（金） ちゃんと15

生活情報紙 「ちゃんと」 の営業スタッフを募集します。

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

正社員
あなたの「好き！」を活かしませんか？

千歳・恵庭 正 営業

仕　事▶客室清掃
時　間▶ 9:00～15:00 

（1日3h～お好きな時間で勤務可能）
給　与▶時給1,000円
勤　務▶週2日～OK
待　遇▶ 社保完備（勤務による）、 

制服貸与、有給休暇

客室清掃
千歳市ホテル2棟同時募集

スタッフ募集!!

札幌市中央区北2条西2丁目26番地　道特会館5F
0120-278-088C-TEC株式会社 札幌営業所

勤務先

JRINN千歳❶ JR千歳駅のすぐとなり！
千歳市末広6丁目

❷ベストウェスタンプラスホテルフィーノ千歳
千歳市千代田町3丁目13
JR千歳駅から徒歩5分！

時
給1,000円!!

高校生も
ご応募
ください！

学生さん
も歓迎!!

扶養内
勤務OK!!

即面接･
即勤務OK!!

千歳 ア パ 客室清掃

◆小麦の受け入れと水分量の検査
仕　事▶ 収穫された小麦の受け入れと水分量の検査

になります。検査終了後は受け入れ先までト
ラックの誘導をお願いします。積み降ろし作
業はありません。雨天時中止

期　間▶７月下旬～２週間程度
時　間▶ 10:00～19:00
勤　務▶ 週5日（シフト制） 

◆倉庫内での馬鈴薯仕分け作業（案件No.G-000471)
仕　事▶ サイズ別に箱詰された馬鈴薯の仕分けを 

していだだきます。
期　間▶8月中旬～12月下旬
時　間▶ 8:30～17:30
勤　務▶週2～4日（シフト制） ※応相談

株式会社　北海道支店
■一般労働者派遣(派13-01-1084)　〒060-0013 札幌市中央区北13条西18丁目1-8

受付時間 
9:00～18:00
（土日定休）

☎011-640-7003

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は希望地で行います。

作業スタッフ
幅広い年代の男性が毎年活躍中！

短期

JR北広島駅より
送迎有

勤務先▶ 千歳市東丘（東千歳）
給　与▶ 時給950円～
待　遇▶ 車通勤可（交通費規定支給）

共通
項目

千歳 派 馬鈴薯仕分け、小麦検査

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許、 
二種免許取得養成制度有

給　与▶ 歩合制 
例/【日勤】200,000円以上可能 
　  【夜勤】250,000円以上可能

勤　務▶ 4勤1休（応相談）
時　間▶ 例/【日勤】8:00～16:30 

　  【夜勤】17:00～翌1:30 
※勤務時間応相談

待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、車通勤可（駐車場完備）

（担当/関本・佐々木）☎23-3121
 まずはお気軽にお電話ください。

〒066-0027
千歳市末広1丁目4-8千歳交通㈱

と でタクシードライバー募集!千歳 恵庭

勤務時間
応相談

福利厚生充実
千歳乃湯えん

ちとせインターゴルフクラブ
会社説明会を開催します!
日時

会場

7月5日（火）
ハローワーク千歳

10:00～

千歳市東雲町4丁目2-6

費用当社負担
養成期間中日当有

千歳・恵庭 契 タクシードライバー

資　格▶看護師または准看護師
給　与▶ 【看護師】月給210,000円～ 

【准看護師】月給185,000円～ 
※別途夜勤手当支給

時　間▶ ①7:00～15:30　②9:00～17:30 
③17:00～翌9:30　※①～③のシフト制

休　日▶ シフト制（年間休日120日以上）

資　格▶介護福祉士もしくは実務者研修修了者
給　与▶ 月給150,000円～ 

※処遇手当支給（年3回） 
※別途夜勤手当支給

時　間▶ ①7:00～15:30　②9:00～17:30 
③11:00～19:30　④17:00～翌9:30

休　日▶ シフト制（年間休日120日以上）

資　格▶介護福祉士もしくは実務者・初任者研修修了者
給　与▶ 時給950～1,000円 

※契約時間に応じて賞与・処遇改善手当支給有
時　間▶ 7:00～19:30の間で応相談
休　日▶ 勤務日数応相談

クリアコート千歳
千歳市桂木1丁目5-7

介護老人保健施設 

職員募 集
医療法人 資生会

年間休日120日以上 事業所内保育施設あり

ホームページにて、
求人情報随時更新中♪

《全体共通項目》
待　遇▶ 各種社会保険完備（勤務時間による）、交通費規

定支給、制服貸与、車通勤可、さぽーとさっぽろ
加入、昇給年1回、賞与年2回

医療法人 資生会 〒066-0067 千歳市桂木1丁目5-7

（クリアコート）澁谷☎27-3232電話連絡の上、写真付履歴書を下記住所へ送付ください。
お勤め中の方もまずはお電話ください。〈勤務開始日応相談〉

受付/平日（月～金）9:00～17:00

［正職員］ 看護師・准看護師

［正職員］ 介護職員（入所）
★ 正職員の給与は資格や経験に応じて変わります。 
 正社員：介護福祉士・経験10年の方の場合 
【月給例/175,400円+住宅手当・交通費等】

［パート］ 介護職員（入所）

千歳 正 看護師､准看護師正 パ 介護職員

〒066-0051 
千歳市泉沢1007-134

青果物卸売り

株式会社 北 泉担当/中野
【受付/平日9～18時】☎28-2695応募

仕　事▶野菜の選別・加工等 
資　格▶ 未経験者歓迎 
給　与▶ 時給900円 
勤　務▶ 週3～6日で日数応相談 

※日曜日はお休みです 
待　遇▶ 車通勤の方は交通費規定支給、 

JR千歳駅からの送迎有 
※17時まで勤務の方

仕　事▶野菜の積み上げ
資　格▶ 車通勤可能な方
給　与▶時給1,500円
休　日▶日曜日　※その他応相談
待　遇▶ 交通費規定支給
《共通項目》
期　間▶ 2023年3月31日まで
時　間▶8:45～17:00

◆アルバイト ◆パート

お休み希望うかがいます！
急なお休みにも対応可！

アルバイト
パート スタッフ募集

未経験者 
  歓迎！

扶養内
OK‼

開始終了時間も 
応相談！

男性 
 活躍中！

千歳 ア 野菜の積み上げパ 野菜の選別・加工

長期歓迎 勤務開始日
応相談!!

急募

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！▼

待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、交通費規定支給、
車通勤可、正社員登用制度有

共通項目

☎0123-40-1010 ［受付］
9～16時

●まずはお電話ください。担当/大道寺

◆青果部ルート配送業務

◆野菜のカット等の加工業務
時　間▶ 6:00～15:00の間で応相談
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。
給　与▶時給900円
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

資　格▶ 要普免、車通勤できる方
給　与▶ 月給174,000円～ 

+残業手当+家族手当等 
※試用期間中/時給900円

時　間▶  6:00～15:00　※夏～秋は2h程度残業有
休　日▶ 日曜、祝日、市場休のうち月2回

千歳 正 ルート配送パ 加工

ジェラテリア ミルティーロでおなじみの、おしゃれな農場で働いてみませんか？

オーガニックブルーベリーの 
収穫選別業務

有限会社 ベリーファーム
千歳市長都2 ※JR長都駅から約3km

★ 新型コロナウイルス感染症対策を 
積極的に行っています！

担当/加藤
受付/10:00～17:00

まずはお電話ください。
※ 作業中のため、電話に出られない
場合がありますがこちらから折返
しお電話いたします。

080-3605-6582

千歳 ア パ 収穫選別

時　間▶ 9:00～16:00（実働5h）
資　格▶ 未経験者歓迎、交通不便なため自力通勤できる方
給　与▶時給890円 
勤　務▶ 週3日～（土日祝日勤務できれば尚可）
期　間▶ 7月中旬～9月上旬まで
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可

午前のみ
午後のみ
  OK！

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20 第12ふじやビル4F

☎22-5280 採用係

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

仕　事▶ ホール、廊下、各室、トイレ等の日常清掃
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶ 時給889円
時　間▶ 7:00～16:00　 

※実働7.5h　※延長有
休　日▶土曜日、他シフト制
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、交通費規定支

給、車通勤可
勤務先▶ 千歳市総合福祉センター 

/千歳市東雲町2丁目34

清掃契約
社員

スタッフ募集!

千歳 契 清掃

千歳市総合福祉センター（契約社員）

勤務先▶新千歳空港/千歳市美々
仕　事▶ 新千歳空港内にて、各店舗への荷物の配達
期　間▶ 即日～長期　　
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給1,000円
時　間▶ 5:30～14:30、9:00～18:00 ※実働8h 

※出勤時間・勤務時間は応相談
勤　務▶ 週4日～ ※応相談
待　遇▶ 各社保完備（勤務による)、 

交通費規定支給、車通勤可、週払い制度有

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）

千歳 派 配達
応募

恵み野店 恵庭市恵み野西3丁目1

☎36-2980
給　与▶ ［一般］時給916円　［学生］時給890円
時　間▶ 8:00～12:00
勤　務▶ 週3～4日

1名募集

部門の募集ですデリカ

給　与▶ ［一般］時給910円　［学生］時給890円
時　間▶ 8:30～13:00の間で応相談

1名募集☎23-7667
千歳市勇舞8丁目1-1長都店

応募

千歳・恵庭 ア パ デリカ

[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

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の通し勤務可）
勤　務▶ 週3～4日（土日祝のみ可）

2名募集☎26-6660
千歳市日の出1丁目1-66千歳店

応募

待　遇▶ 制服付与、交通費規定支給、車通勤可共通項目

㈱ラルズ

★ 3店舗店とも 
　他部門も
　募集中です！

Web応募
はコチラ

今回は


