
2022年11月11日（金）ちゃんと 10

仕　事▶ ケアプラン作成と入居者様の日常生活の支援
資　格▶ 認知症介護実践者研修修了者、介護支援専門員あれば尚可
給　与▶ 基本給170,000円、職務手当30,000円、夜勤手

当6,000円/回、資格手当2,000円～10,000
円、処遇改善加算による賞与210,000円（6月・
12月）増減有、6月12月ベースアップ支援金有

◆計画制作担当者兼介護従事者

仕　事▶入居者様の日常生活の支援
資　格▶不問、経験者尚可
給　与▶ 基本給164,500円、夜勤手当6,000円/回、 

資格手当2,000円～10,000円、 
処遇改善加算による賞与160,000円（6月・12
月）増減有、6月12月ベースアップ支援金有

◆介護従事者
仕　事▶ 管理業務と入居者様の日常生活の支援
資　格▶ 認知症対応型サービス事業管理者研修修了者、介護

福祉士あれば尚可
給　与▶ 基本給180,000円、役職手当50,000円、夜勤手

当6,000円/回、資格手当2,000円～10,000
円、処遇改善加算による賞与450,000円（6月・
12月）増減有、6月12月ベースアップ支援金有

◆管理者

まずは現場見学してみませんか？ 恵庭市島松寿1丁目16-5

まずはお気軽に
お問い合わせください 36-8477 グループホーム こもれびの家

担当
永野

《共通項目》
期　間▶雇用の定めなし
時　間▶ 7:00～17:30、8:30～17:30、 

10:30～19:30、16:30～翌9:30 
※シフト制、休憩1h、残業/月10h

休　日▶月8回、シフト制 ※応相談
待　遇▶ 社保完備、有給休暇制度、交通費規定支給、 

車通勤可、室内禁煙
勤務先▶ グループホームこもれびの家/恵庭市島松寿町1丁目16-5 

グループホームめぐみの/恵庭市恵み野里美1丁目1-26

恵庭 正 管理者、計画制作担当者、介護従事者

応募
恵庭市末広町
32番地えにわスマイル保育園認定こども園

期　間▶ 正/雇用期間の定めなし 
準・パ/～3/31迄、その後1年毎の更新制

資　格▶ 保育士資格
給　与▶ ［正職員］月207,000～260,000円 

［準職員］月172,000～217,000円 
［パート］時給1,100円 
※いずれも各種手当含む

時　間▶ ［正職員］7:00～19:00の間でシフト制 
［準職員］7:00～19:00の間で6h（シフト制） 
［パート］8:00～17:00の間で5h（シフト制） 
※6h以上勤務で休憩1h、残業なし

正職員 準職員 パート

保育士募集

勤　務▶ ［正職員/準職員］週休2日（シフト制）　 
［パート］週4日程度

待　遇▶ 社会保険完備、[正・準のみ]年2回賞与有、 
交通費支給（月5,000～20,000円）、 
子ども手当（月5,000～10,000円）、 
敷地内禁煙

共
通
項
目

就労支援金5万円支給
（正職員のみ/試用期間終了後）

勤務開始日ご相談ください！

〈担当/田澤〉
0123-34-2796

恵庭 正 準 パ 保育士

千歳・恵庭

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

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6,500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

仕　事▶ ホール・カウンター業務がメインですが、 
その他、SNS運用やカフェ業務もございます☆

資　格▶未経験・初心者歓迎‼
給　与▶ 時給1,300～2,000円 （深夜手当含む） 

※試用期間約1ヶ月/時給1,200円 
※OJTレベルとSNS貢献度にてどんどん時給UP‼

時　間▶7:30～24:30の時間内で実働7.5h
休　日▶ 週休２～3日 ※シフト制
待　遇▶ 社会保険有、制服貸与有、交通費支給、マイカー通勤OK、 

有給休暇有、正社員登用制度有、表彰制度有、完全分煙制
勤務先▶北海道千歳市栄町7丁目1385-11

【受付】9時～22時
【担当】随時受付

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-27-7333

＃おしゃれ
＃高時給
＃祝い金あり

千歳 ア パ ホール、カウンタースタッフ
期　間▶長期（1年毎の更新制）
仕　事▶新千歳空港内 日常清掃
時　間▶ ①【スーパーラウンジの清掃】 

　7:30～12:30、14:00～19:00の間で 
　2～3hからOK 
②【フードコート内の清掃】 
　14:00～20:30の間で2～3hからOK 
※残業なし ※いずれも応相談

給　与▶ 時給920円 ※試用期間/同条件
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、喫煙スペース有
勤務先▶新千歳空港旅客ターミナル

(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

新千歳空港
清掃スタッフ
募集！

★ 現在空港にお勤め中の方など 
空き時間を利用しての勤務も可

WワークOK

千歳 パ 清掃

★スタート前に、12月上旬予定の『お仕事説明会』に参加いただきます！ 早めの応募が安心です♬

仕　事▶ おせち製造に関わる作業（食材の盛込み、梱包・発送準備等）
資　格▶ 高校生、主婦（夫）歓迎、友達同士や親子での応募もOK
給　与▶ 時給1,280円
期　間▶ 12/26～30 ※下の①～④から期間をお選びください。
時　間▶ ［12/26～27］ 8:00～16:00  

［12/28～30］ 5:30～14:00  
※休憩1h ※終了時間は状況により変動します。

待　遇▶制服貸与、送迎バス（車通勤不可）、期間中は全面禁煙

毎年、高校生が大活躍！
《カンタン作業》 おせちづくり

作業の例⇒◎栗をのせる ◎いくらをのせる ◎製品を箱につめる

年末

超短期アルバイト

担当/大西0123-34-6061
まずはお電話！ 随時面接いたします。

恵庭市戸磯616番地2
とんでん株式会社 恵庭工場

恵庭 ア 食品製造スタッフ

勤務期間はこちら↓からお選びください!!

5日間
❶12/26～30 

4日間
❷12/27～30

3日間
❸12/28～30

2日間
 ❹12/29～30

リピーターも未経験者も

大・歓・迎
時給1,280円!!
12/31午後 現金払い制度有で
すぐに給料を受け取れます！

友達同士・親子もOK♪

★通勤らくらく！
【恵庭・千歳・北広島】期間中、
毎日送迎バス運行します！

青果（野菜の鮮度を
調べるお仕事）

12/27～
12/31

8:00～16:00
（休憩1時間）

時給 
1,200円 1名募集

水産（刺身のつま盛
りや寿司の製造等） 12/31 7:00～13:00

（休憩30分）
時給 

1,200円 18名募集

オードブル
製造

12/30 0：00～7：00 
（休憩45分）

時給 
1,600円

12名募集
高校生不可

12/31
7：00～13：00 7名募集

7：00～15：00 
（休憩30分） 22名募集

さかなやの寿司 12/30 0：00～7：00 
（休憩45分）

時給 
1,600円

17名募集
高校生不可

【水産】寿司製造 12/31
5:00～14:00
（休憩1時間） 時給 

1,200円
30名募集

13:00～17:00 10名募集

さしみ製造 12/30 3：00～7：00 時給 
1,600円

8名募集
高校生不可

水産製造補助 即日～
12/31 8:00～13:00 時給 

1,200円 2名募集

オードブル製造
12/24 8:00～12:00 時給 

1,200円 2名募集

12/30 1:00～5:00 時給 
1,600円

20名募集
高校生不可

デリカ寿司製造
12/31 6:00～15:00

（休憩1時間） 時給 
1,200円

20名募集

1/2 8:00～12:00 3名募集

品出しやパック詰め
作業、製造のお手伝い

即日～
12/31 8:30～13:00 時給 

1,200円 2名募集

12/30・
12/31

8:00～16:00
（休憩1時間）

時給 
1,200円 2名募集

刺身盛り・品出し 12/31 6:00～11:00 時給 
1,100円 2名募集

オードブル製造 12/31 5:00～8:00 時給 
1,100円 6名募集

寿司製造 12/31 7:00～14:00
（休憩30分）

時給 
1,100円 12名募集

オードブル製造
12/24・
12/25 8:00～12:00 時給 

1,050円 3名募集

12/31 6:00～11:00 時給 
1,100円 5名募集

期　間▶表参照　 仕　事▶店内業務    
時　間▶表参照　 給　与▶表参照 
待　遇▶ 制服貸与、マイカー通勤可 

（原付・バイク不可）、施設内禁煙

共通
項目

年末臨時アルバイト

26-6660

千歳市日の出1丁目1-66
千歳店

応募

応募

23-7667

千歳市勇舞8丁目1-1
長都店

学生さん大歓迎!! Web応募
はコチラ

［応募］ご希望の店舗に電話連絡の上、履歴書をお持ちください。（担当/店長）

恵庭店 恵庭市本町210

33-1122
応募

店 舗 仕 事 期 間 時 間 給 与 備 考

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32

島松店島松旭町1丁目1-1

39-7777
応募

まだまだ募集中!!ご応募はお早めに～

千歳・恵庭 ア パ 店内業務

募集終了

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。

期　間▶6ヶ月毎の更新（長期）
仕　事▶ 店内品出し、清掃、調理 

（レジはさわりません、調理は揚げ物のみ）
資　格▶ 車通勤可能な方、 

ダブルワーク・シニア歓迎、学生不可
時　間▶ 18:00～23:00 

※休憩なし、残業なし 
※状況により早上がりの可能性あり

給　与▶  時給920円
勤　務▶ 週3日～
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、社会保険有、敷地内禁煙
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

未経験者歓迎!
異業種からの 
転職者も歓迎!
販売ノルマはありません。

OBARA
Jewelry &Watch

千歳市栄町6丁目 
イオン千歳店1Fオバラ イオン千歳店

担当/採用係0123-23-1177

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 宝飾品・時計・ブライダル等の店頭販売と 

それに関わる営業事務、レジ業務
資　格▶ 要普通自動車免許、未経験者可、 

主婦（夫）歓迎、PCの基本操作可能な方
給　与▶ 月172,000～215,000円　 

※経験により考慮　 
※試用期間2ヶ月/時給950円 

時　間▶ 9:00～18:00、10:00～19:00、 
12:00～21:00　※週44時間制 
※休憩1h、残業なし  
※1ヶ月単位の変形労働時間制

勤　務▶ 週休2日、シフト制　※年間休日105日
待　遇▶ 各社保完備、車通勤可（駐車場有料）、 

社員割引制度有、報奨金制度有、 
昇給・賞与、受動喫煙対策有

まずはお電話ください。面接時に写真付き履歴書を
お持ちください。面接日や入社日はご相談に応じます。

千歳 正 販売スタッフ

岩内郡岩内町字大浜476-18 

担当/採用係
まずはお電話ください。面接は千歳で行います。

0135-67-7532

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ コーヒー豆を機械へ投入し挽く作業や挽いた豆

の計測作業などを行います。他、飲料水の検査に
伴う作業などを行います。

資　格▶ 学歴・経験・資格不問・18歳以上
時　間▶ 8:30～17:30 ※時差出勤有 ※休憩2h 

※残業有、月20h程度
勤　務▶ 月16日程度（年間平均）
休　日▶ 土日祝、他平日1日 

（状況により土日祝出勤の可能性有）
給　与▶ 時給1,000円
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

残業手当、工場内分煙
勤務先▶千歳市北信濃864-1

㈱アイ・コネクション

工場内作業
スタッフ
欠員募集!!
勤務時間・日数  相談に応じます!!

千歳 ア 工場内作業


