
2022年7月8日（金）ちゃんと 10

(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 採用係応募

時　間▶ ①【商業施設エリア内ごみ回収等】 
　7:30～16:30、12:00～21:00 
　※実働7.5h 
②【商業施設エリア内トイレ清掃】 
　8:30～17:30、11:00～20:00、 
　11:30～20:30　※実働7.5h 
③【スーパーラウンジの清掃】 
　7:30～12:30　※実働4h 
④【フードコート内の清掃】 
　11:30～20:30　※実働7.5h 
⑤【商業施設エリア内のトイレ清掃】 
　19:00～22:00　※実働3h 
⑥【商業施設エリア共用部清掃】 
　21:00～翌1:00　※実働4h

給　与▶ ①②③④⑥/時給920円、⑤/時給1,000円 
※22時以降深夜割増有 
※試用期間/時給900円

休　日▶シフト制　※応相談
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、交通費規定支給

新千歳空港 日常清掃スタッフ募集‼

日数・時間 
応相談

千歳 パ 清掃

恵庭店 恵庭市本町210

恵み野店 恵庭市恵み野西3丁目1

給　与▶ ［一般］時給905円　［学生］時給890円
時　間▶ 17:00～21:00
勤　務▶ 週3～4日

応募 ☎36-2980 2名募集

給　与▶ ［一般］時給912円　［学生］時給890円
時　間▶ 17:00～21:00の間で4時間程度　※応相談

給　与▶ ［一般］時給979円　［学生］時給890円
時　間▶ 17:00～21:00
勤　務▶週4日程度

1名募集

千歳市勇舞8丁目1-1長都店
☎23-7667応募

千歳・恵庭 ア パ レジ

[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

給　与▶ ［一般］時給908円　［学生］時給890円
時　間▶ 17:00～21:15
勤　務▶ 週3日

☎33-1122応募 1名募集

1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

札幌市中央区南13条西11丁目2-32㈱ラルズ

Web応募
はコチラ

★ 4店舗店とも 
他部門も 
募集中です！

レジスタッフ今
回
は の募集です

〒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

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

仕　事▶ 野菜の入った段ボールをパレットに積む作
業等

給　与▶時給1,500円
時　間▶8:45～17:00
休　日▶ 日曜日　※その他応相談
待　遇▶ 交通費規定支給

◆アルバイト

男性 
  活躍中！

車通勤 
可能な方！

期　間▶ 2023年3月31日まで
資　格▶ 未経験者歓迎

仕　事▶ 玉葱・馬鈴薯等、野菜の選別・カット等の加工業務
給　与▶ 時給900円
時　間▶ 8:45～17:00の間で応相談
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 

※ 8:45～17:00まで勤務の方に限り、 
JR千歳駅からの送迎有

◆パート

扶養内OK‼ 
女性活躍中！

未経験者 
  歓迎！

千歳 ア 野菜の積み上げパ 野菜の選別・加工

★開始・終了時間も応相談！

共通項目

千歳市幸町
2丁目3-2☎0123-26-5061 受付/14～18時 

担当/浅野、山川

まずはお気軽にお電話ください。

◆ ホールスタッフ アルバイト

仕　事▶ 接客、配膳、料理説明、片付け等
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給1,050円 

※22時以降深夜割増有
時　間▶ 17:00～23:00の間 

※予約状況による
勤　務▶週3～5日程度
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与

◆ 洗い場・調理補助 パート

仕　事▶洗い場・簡単な調理補助等
資　格▶ 主婦（夫）歓迎、未経験者歓迎
給　与▶ 時給950円 

※22時以降深夜割増有
時　間▶ 17:00～23:00の間 

※予約状況による
勤　務▶週3日程度 
待　遇▶交通費規定支給

ホールスタッフ

スタッフ募集
洗い場・調理補助

未経験者歓迎！

千歳 ア ホールパ 洗い場・調理補助

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。 
※業務委託となります 
毎週木・金の2日間で500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日間で都合
の良い時間

給　与▶ 週給6,000円
時　間▶ 木曜/5:00～19:00、 

金曜/5:00～18:00 
上記時間の間で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。

6,500円!!
500部配布で

24時間受付OK！ 
お気軽にお電話ください。 0120-172-642

千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F
当社は「社団法人 日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号 派01-300587㈱アスクゲートノース

期　間▶ 即日～9月中旬
時　間▶ ①9:00～17:00 

②8:30～17:30 
※①②ともに変動の可能性有

給　与▶ 時給1,011円～
休　日▶週2～4日で相談可能

 

期　間▶長期
時　間▶ 9:00～17:00
給　与▶ 時給1,000円～
休　日▶ 土日祝（土曜出勤の可能性有）

期　間▶長期
時　間▶ ①9:00～17:00 

②7:00～16:00　※①②希望制
給　与▶ ①時給1,011円～　②時給1,200円～
休　日▶ 土日

期　間▶更新制
時　間▶ 10:00～14:00 

（9:00～16:00内での勤務時間4～6h応相談）
給　与▶ 時給1,000円～
休　日▶シフト制（週休2～3日で相談可能）

千歳・恵庭 契 送迎ドライバー派 清掃、ピッキング、選別・パレット積み、包装・加工

期　間▶ 更新制 
※短期の相談も可

時　間▶ 7:00～23:00の内4～6h程度 
※時間帯応相談

給　与▶ 時給900円～
休　日▶ シフト制※週休1～4日、相談可

登録会開催
千歳市民文化ホール　4F小会議室2

9:00～12：00
7/ 12火

場 所

相談だけでもOK! ご参加、お待ちしております。

千歳市千代田町7丁目1789-3　千歳ステーションプラザ5F
医療法人社団 たけやま腎・泌尿器科クリニック

給　与▶ 時給1,300～1,500円
時　間▶ 月・火・水・金/ ①8:15～12:45 

②14:00～17:00 
③8:15～17:00

　　　　木・土/8:15～12:45 
　　　　※時間選択可、応相談
勤　務▶週3～4日 ※日数・時間・曜日等応相談
仕　事▶ 外来・透析看護業務  

※ 未経験の方にも技師（5名在籍）が親切丁
寧にお教えします。

資　格▶ 正看護師または准看護師
待　遇▶ 社保完備（勤務時間による）、交通費規定支

給、自家用車通勤可(駐車場手当有)

☎011-551-7050
〒064-0912  
札幌市中央区南12条西15丁目4-3 池脇ビル 
「(株)北海道総合経営研究所　担当/人事労務顧問 山下宛」

写真付き履歴書をご郵送ください。 
応募に関することはお気軽にお問合せください。

学校行事参加・ 
扶養範囲内OK

勤務時間 
応相談

残業 
   なし！

千歳 パ 正・准看護師

仕　事▶ レジ、接客、清掃、品出し等
資　格▶ 未経験者歓迎、長期勤務できる方、 

土日祝勤務できる方 
※教育期間中は平日に勤務可能な方

時　間▶ ①12:00～17:00 
②17:00～22:00 
③22:00～翌7:00

給　与▶ ①②時給890円～ 
③時給1,113円～

勤　務▶ 週3日～相談OK 
たくさん働きたい方も応相談

待　遇▶制服貸与、車通勤可
応　募▶ 電話の上、写真付履歴書を 

お持ちください。

フリーターさん
主婦（夫）さん
歓迎!!

☎37-8355 担当/佐々木
【受付時間/10時～18時】

急募！

恵庭島松東町店 
恵庭市 
島松東町 
3-7-8

島松東町店 店内業務 
スタッフ募集！

恵庭 ア パ 店内業務

白い手袋のこと。　　　　
軍手などとは違い、　　　
作業のために使うのでは
なく、誘導する手を目立た
せるために使用する。　　

お仕事で使
う

アレってな
～んだ？

の
ん
さ
員
備
警

 

手
白

アルバイト募集♪

恵庭農畜産物直売所 かのな 恵庭市南島松817-18
☎0123-36-2700
電話連絡のうえ、面接いたします。担当/新保

期　間▶即日～9月末 ※応相談
資　格▶ 土日・祝日勤務できる方歓迎
仕　事▶ 販売レジ・接客、パッケージ詰め、 

PC入力業務等
給　与▶ 時給890円
時　間▶ 8:00～18:00の間で実働8h ※残業有 

※時間応相談
勤　務▶ 週5日 ※応相談
勤務先▶ 恵庭市南島松817-18 

（道と川の駅 花ロードえにわ敷地内）

時間や 
働き方は 
応相談

短期
恵庭 ア 店内業務

時　間▶ 8:30～17:30　※7:30～16:30の場合有
給　与▶ 月額172,000円～ 

家族手当/10,000円/人
待　遇▶ 交通費規定支給、賞与年2回、燃料手当年2回

◆社会保険・雇用保険有
収集運搬ドライバー /本社（千歳流通）

女性が大活躍♪

時　間▶ ①8:30～12:00（実働3.5h） 
②8:30～15:30（実働6h） 
※シフト制

給　与▶時給1,200円～
休　日▶ 土・日、週4日程度の勤務
待　遇▶交通費規定支給

◆雇用保険有　◆扶養内勤務可
収集スタッフ /本社（千歳市流通）

☎0123-24-7787 担当/金子
電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

■ビルメンテナンス 廃棄物収集運搬処理 ハウスクリーニング
千歳市流通
1丁目4番7号

〒066-0019

千歳 正 運搬ドライバーパ 収集スタッフ

Web応募も 
出来ます!

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。面接は施設にて行います。
担当/ 看護:鮱名 

介護・間接業務:栗林
☎0123-40-2525
受付時間/10時～16時

北 星 館
〒066-0081 千歳市清流5丁目1-1

医療法人社団　いずみ会
介護老人保健施設

資　格▶看護師・准看護師免許
給　与▶ 月給208,150～246,310円
時　間▶ ①9:00～17:00（実働7h） 

②16:30～翌9:30（実働13h） 
※シフト制

勤務先▶ 介護老人保健施設北星館

資　格▶介護職員初任者研修修了
給　与▶ 月給183,570～238,070円
時　間▶ ①9:00～17:00（実働7h） 

②16:30～翌9:30（実働13h） 
③7:00～15:00（実働7h） 
※シフト制

勤務先▶ 介護老人保健施設北星館、 
通所リハビリテーション 
※応相談

仕　事▶ 介護業務全般
資　格▶ 未経験者歓迎、ケアワーカーは実務者研修、 

介護福祉士資格
給　与▶時給1,000～1,200円 
　　　　※ 資格取得支援制度、 

実務者研修は助成金100,000円（条件有）、 
介護福祉士資格取得助成金は150,000円
（条件有）

時　間▶ 9:00～17:00　応相談
休　日▶応相談
勤務先▶ 介護老人保健施設北星館、 

通所リハビリテーション　※応相談
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、制服貸与

休　日▶4週6休、正月、夏季休暇
待　遇▶ 各社保完備、昇給年1回、賞与年2回、 

交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

◆ 介護士/パート

北星館介護施設で 
働きませんか？ 看護師・介護士募

集

正社員共通項目

◆ 看護師/正職員

◆ 介護士/正職員

未経験者 
    歓迎！

千歳 正 看護師、介護士パ 介護士

残業 
 ほぼなし！

残業 
 ほぼなし！


