
2023年2月3日（金）ちゃんと 16

仕　事▶ 生活情報紙「ちゃんと」の折込・配布
資　格▶ 年齢不問（健康な方）
給　与▶ 1部配布7.5円～（ページ数により変動あり）＋チラシ折込手当＋増ページ手当＋皆勤賞
勤　務▶ 毎週木・金曜（週1～2日）
時　間▶ 木曜/5:00～19:00、金曜/5:00～18:00の間で実働1～3h位（配布場所による）

皆勤賞あります!

★ 詳しくはお電話でご相談ください！
■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

千歳市北斗4丁目
13番20号0123-27-0911応募

■みどり台南2丁目　■長都駅前４丁目　■みどり台北4・5丁目　■北光1・3丁目　　 ■自由ヶ丘3丁目 
■新富1丁目　　　　■若草1・4・5丁目  ■白樺4丁目　　　　　 ■里美1・2・3丁目　■柏陽3丁目
■文京5・6丁目

■島松本町1丁目　■島松旭町2丁目　■恵み野西1・2・5丁目　■黄金中央4丁目　■黄金南1・2丁目 
■北柏木町4丁目　■柏陽町1・3丁目　■文京町4丁目　　　　■美咲野5・6丁目　■末広町　 
■和光町2・3丁目

幅広い年齢層を募集中
学生からシニアまでの

千
歳
市

恵
庭
市

千歳・恵庭 委 配布員

配布員さ
ん募集

期　間▶正/雇用期間の定めなし パ/1年毎の更新制
仕　事▶日常介護(食事・排泄・入浴介助等)
資　格▶ 要普免（AT限定可）、介護職員初任者研修修了（旧ヘル

パー2級）あれば尚可、介護福祉士有資格の方は、生活
相談員兼務（資格手当支給）、土・祝勤務できる方歓迎

時　間▶ 8:15～17:15（休憩1h） ※パート/勤務時間応相談 
※残業 正/月5～6h程度 パ/なし

休　日▶ 完全週休2日（日曜+他1日、シフト制）、 
年末年始（12/31～1/3）

給　与▶ 正/月給176,000～220,000円 
（皆勤手当/10,000円、業務手当25,000円含む） 
※年齢・介護経験のある方は金額考慮致します。 
パ/時給920円以上 ※有資格者は時給930円以上 
※有資格者は別途手当支給 
（初任者研修修了/月3,000円、介護福祉士/月5,000円)

待　遇▶ 制服貸与、交通費支給（月6,000円迄）、試用期間
3ヶ月、各種社会保険完備、有給休暇有、施設内禁煙 
［正職員］賞与年2回 ※車通勤希望の方、駐車場あります。

介護職員募集
★介護未経験者も 

大歓迎!!

デイサービスセンター
らいふてらす恵庭中島
恵庭市中島町1丁目11-3

HP▶http://life-terrace.jp/ 是非ブログをご覧ください！
メールアドレス▶terrace.eniwa@gmail.com

まずはお気軽に
ご連絡ください！ 0123-34-8130

●  とても明るく、楽しい職場環境で
やりがいのある仕事です。

●  施設の見学だけでも大歓迎です。 
是非ご一報ください。

恵庭 正 パ 介護職員

期　間▶ 入社希望日～4月末まで 
（5月～翌年4月の1年契約更新）

勤務先▶ トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター
仕　事▶ 新車・中古車の洗浄ラインでの車内清掃。掃除機

がけや、シートの拭き掃除など、簡単な作業です。
休　日▶ 日曜・祝日、他シフト制（年間所定休日108日） 

★GW・お盆・年末年始の長期連休有  
★シフト応相談

時　間▶ 9:00～17:00 （休憩1h、繁忙期により残業有）
※時短勤務可

給　与▶ 時給970円～ 
（1日7h×970円×22日＝149,380円）

資　格▶ 要普通自動車運転免許（運転経験1年以上）、 
65歳未満（定年雇い止めのため）

待　遇▶ 車通勤可、無料P有、交通費当社規定支給、社会
保険完備、作業服貸与、有給休暇有、能力に応じ
て昇給有、施設内禁煙

恵庭市北柏木町3丁目73

まずはお気軽にお電話ください。面接日時をお知らせします。
写真付履歴書をお持ちください。

トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター
担当/ 三浦・傳法(デンポウ)0123-47-8000

増員募集!!
簡単作業!

扶養内OK！
未経験者歓迎!

恵庭 契 洗浄ライン作業

仕　事▶日常清掃
給　与▶ 正/月給159,500円～ パ/時給920円
時　間▶ 正/7:00～16:00 ※実働8h、休憩1h 

パ/7:00～11:00 ※実働4h
休　日▶正/週休2日制 パ/週休2日以上（応相談）

清掃/（正社員・パート）

カート整理/（パート）
仕　事▶空港で使用しているカートの整理
給　与▶時給920円
時　間▶7:00～22:00の中で実働7.5h、休憩2h ※シフト制勤務
休　日▶週2～3日

千歳市美々新千歳空港内ターミナル アネックスビル1階
東京美装北海道 ㈱千歳支店

応
募

0123-24-3771平日

090-9753-1547土日

《共通項目》  
 期　間▶雇用期間の定めなし 
勤務先▶新千歳空港/千歳市美々 
待　遇▶ 各社保険完備、正社員のみ賞与有、雇用保険 

（時間による）制服貸与、交通費規定支給

千歳 正 パ 清掃パ カート整理

0123-22-1090
まずはお電話ください。後日面接を行います。

【平日/9～18時】　担当/スズキ

期　間▶ 1年毎の更新 ※原則更新
仕　事▶ 窓口対応、電球交換、 

建物巡回、清掃等 ※冬期は除雪作業あり
資　格▶ 経験不問
給　与▶ 時給920円
時　間▶ 8:00～15:30（月～金曜）※休憩1h 

8:00～12:00（土曜）
勤　務▶ 月～土曜
休　日▶ 日曜・祝日、年末年始(12/30～1/3)
待　遇▶各社保完備、交通費規定支給、屋内禁煙
勤務先▶ 千歳市里美

北海道東急ビルマネジメント(株)

〒066-0027 千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F
千歳・苫小牧営業所

マンション管理人
募集します。
千歳市里美に勤務

千歳 パ マンション管理人

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶ 給食調理全般、衛生管理、調理員への衛生教

育、衛生帳票管理、報告書等の作成
資　格▶  管理栄養士、栄養士 ※実務経験2年以上
給　与▶ 月給200,000円～ 

賞与年2回（150,000円/回）
時　間▶ ①7:00～16:00 ②8:00～17:00 

※実働8h、休憩1h 
※状況によっては延長の可能性有

勤　務▶週5日　　　休　日▶ 日・祝
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

駐車場有、敷地内禁煙、制服貸与

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶給食調理業務全般
資　格▶学歴・資格・年齢不問、経験者優遇
給　与▶時給950円
時　間▶ ①8:00～11:30 ②8:00～15:00 

③7:30～16:00 ④8:30～14:00 
※残業なし、②③④休憩1h

勤　務▶ 月～土（週4日程度） ※規定シフトでの交代制
休　日▶日曜・祝日 
待　遇▶ 交通費規定支給、昇給有、有給休暇、駐車場有、

敷地内禁煙、制服貸与

履歴書( 写真貼付 )を郵送ください。追って面接日をお知らせします。

千歳市第2幼稚園 千歳市新富1丁目6－21
勤務先

千歳市立認定こども園ひまわり 千歳市新富2丁目4-60
勤務先

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社
千歳営業所 〒066-0028 千歳市花園5丁目7-3-103

★面接日・勤務開始日ご相談ください！

栄養士/契約社員 給食調理員/アルバイト・パート

［担当］大野0123-42-1831

千歳 契 栄養士ア パ 給食調理員

シフト・時間
応相談

時　給▶1,200円～
休　日▶週休2日、シフト制　※応相談
勤務先▶千歳市美々

期　間▶3ヶ月～長期
仕　事▶海鮮丼の盛り付け
時　間▶ 6:30～15:30 

7:00～16:00 
※休憩1時間10分～1時間15分  
※残業なし

選べる時間帯!

まずは登録！！
↓↓詳しくはWEBでチェック↓↓

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 苫小牧市旭町3丁目7-6 
グランドール旭町1F

千歳 派 海鮮丼やお弁当のトッピング

海鮮丼の盛りつけスタッフ

仕　事▶外来患者の看護業務
給　与▶時給1,500円
時　間▶   ①8:45～17:30（月・火・木・金） 

②8:45～12:45（水・土）  
※残業なし

休　日▶ 日曜・祝日

〒066-0034 千歳市富丘1丁目618-6  
医療法人社団 豊友会 千歳豊友会病院 人事担当宛 24-4191
◎電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。 （医）豊友会 

千歳豊友会病院
Chitose Houyukai Hospital

仕　事▶ 通所リハビリ送迎時の乗降介助、 
リハビリテーション実施時の補助業務

資　格▶ 未経験者可
給　与▶ 時給950円
時　間▶ 7:30～18:00の間で8hシフト制 

※残業なし
休　日▶土・日曜・祝日

通所リハビリアシスタント 準職員

看護師（外来業務） 準職員

《共通項目》
期　間▶長期 
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、 

受動喫煙対策有（施設内禁煙）

医療事務員 正社員

仕　事▶医療事務業務
資　格▶  保険請求事務や医療事務等の資格を 

お持ちの方優遇
給　与▶  月給174,000～223,000円
時　間▶ 月・火・木・金/①8:45～17：30 

②8:00～16:45 ③9:15～18:00 
※シフト制、残業なし 
水・土/8:45～12:45 ※残業なし

休　日▶日曜、祝日

★賞与 年2回有★ （夏・冬）

応募はこちら
でも可能です▶

看護師（透析業務） 準職員

仕　事▶透析患者の看護業務
給　与▶時給1,500円
時　間▶ ①8:30～12:15　②9:00～17:45 

③9:45～18:30　④8:45～18:30 
※残業なし

休　日▶シフト制（4週8休+祝日）

千歳 準 通所リハビリアシスタント、看護師正 医療事務員

(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

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶日常清掃
資　格▶不問、未経験者歓迎
給　与▶時給920円
時　間▶7:00～11:00　※実働3h
勤　務▶月20日程度
待　遇▶ 雇用保険、交通費規定支給、車通勤

可、制服貸与、受動喫煙対策有
勤務先▶ ビアワークスちとせ内テナント 

/千歳市東郊1-7-1

千歳 パ 清掃


