
2023年2月10日（金） ちゃんと11

千歳 契 清掃スタッフ

期　間▶長期
給　与▶  時給1,050～1,450円（高校生/時給950円～） 

※試用期間1～3ヶ月有/時給920円
時　間▶ 10:30～20:30の間でシフト制 

例）11:00～14:00、17:00～20:00等 
※ 休憩有（勤務時間による）、 
繁忙期のみ残業の場合有

勤　務▶週1日～OK
待　遇▶ 交通費規定支給、昇給有、制服貸与、 

正社員登用制度有、店内禁煙

46-2221応募 担当/さいとう

かまど円山 新千歳空港店
千歳市美々新千歳空港ターミナルビル3F

ホール・キッチン
スタッフ募集！

　　◆扶養内勤務もOK‼　
　◆フリーターも歓迎‼
◆学生歓迎！ 高校生も可！

千歳 ア ホール、キッチン

仕　事▶ ご自宅を訪問し､買い物･掃除･移動等
期　間▶即日～令和5年3月31日（更新の可能性有）
資　格▶ 普通自動車免許、介護福祉士又は介護職員初任者

研修修了（旧ヘルパー2級）以上
給　与▶ 週5日勤務/時給1,260円～ 

週4日勤務/時給1,220円～ 
※いずれも処遇改善手当を含む

時　間▶規定による ※残業無
勤　務▶ 週４～5日（応相談） ※シフト制
待　遇▶ 年1回一時金支給、昇給制度有、介護福祉士手当、

通勤・車両借上手当他、社保加入可能（時間数によ
る※希望者のみ）、敷地内全面禁煙

★有給を取得しやすい！
★1年以上、離職者ナシ！長く働ける環境です。

〒061-1446恵庭市
末広町125番地1

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

時間相談
できます♪

担当/笹川まずはお電話ください。  0123-33-1120

ホームヘルパー募集!
恵庭 パ 訪問介護員

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6,500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

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 主に自動車部品工場で、部品の検査や選別・測定作業
資　格▶ 要普免（AT限定可）
給　与▶ 基本給/月168,000～221,200円 

(経験資格考慮致します)+諸手当
時　間▶  ①8:00～17:00 ②20:00～翌5:00 

※ 週ごとに①②交代勤務 ※依頼先の作業状況によ
り勤務の変動有 ※早出・残業有（月平均30h）

休　日▶ 土曜・日曜、GW、夏季休暇、年末年始 
※年間休日121日 ※休日出勤の可能性有（手当支給） 
※休日出勤の場合、振替休日有

待　遇▶ 各社保完備、昇給年1回、賞与年2回、交通費全額支
給、車通勤可（無料駐車場完備）、正社員登用制度、
資格取得支援制度、研修制度、テーマパーク利用補
助制度、試用期間3ヶ月、その他手当有、屋外に喫煙
スペース有

勤務先▶ 苫小牧勇払・柏原方面 
※千歳・恵庭からの通勤者も複数名おります。

未経験者大歓迎！
性別不問☆
フリーター
OK☆
土日お休み☆

苫小牧市新開町1丁目17番12号

お電話またはWEBで応募の上、 
面接時に履歴書をお持ちください。

HP▶https://www.green-t.co.jp/index.php

株式会社グリーンテック 苫小牧営業所
0144-84-7574 担当/タジマ

アラモノヤ

苫小牧 準 検査・選別

働き方、柔軟に対応出来ます！

期　間▶長期
仕　事▶ 商品の品出し、陳列、 

在庫置き場の整理整頓
待　遇▶ 社会保険なし、制服付与、 

交通費規定支給、車通勤可、 
施設内禁煙

札幌市中央区南13条西11丁目2-32㈱ラルズ
[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

26-6660
千歳市日の出1丁目1-66

千歳店

応募

Web応募
はコチラ

給　与▶ ［一般］時給923円 ［学生］時給920円
時　間▶ 17:00～21:00 

※残業なし ※休憩なし
勤　務▶週4日程度

39-7777応募

島松店
恵庭市島松旭町1丁目1-1 Web応募

はコチラ

共通項目

Web応募
はコチラ

恵庭店

33-1122
恵庭市本町210

応募
給　与▶ ［一般・学生］時給920円
時　間▶ ①13:00～17:00 ②17:00～21:00 

※残業なし ※休憩なし
勤　務▶週3～4日程度

給　与▶ ［一般］時給921円 ［学生］時給920円
時　間▶ 17:00～21：00　  

※残業なし ※休憩なし

1名募集

2名募集

の募集です品出しスタッフ
千歳・恵庭 ア パ 品出し

千歳・恵庭 契 タクシードライバー

〒066-0075
千歳市北信濃
776-11

くらしの輝き　手から手へまずはお気軽にお問合せください。
担当/小池0123-23-4251

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶ 電話・来客対応、請求書などの書類作成、 

PC入力等
資　格▶ 未経験者・経験者歓迎、 

基本的なPC操作（Excel）可能な方
時　間▶ 8:20～16:20 ※実働7h、休憩1h、残業なし
給　与▶  月155,000円以上 ※年齢・経験により優遇
休　日▶ 日曜、祝日、GW、年末年始、他

千歳 正 集配ドライバー契 一般事務

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 決まったルート（2、3ヶ所）の集配です。 

最初は1週間程度、寄り添い丁寧にご指導
致しますので、ご安心ください。

資　格▶要普通免許、未経験者歓迎
時　間▶ 8:20～16:20（実働7h） 

※週3日程度、残業有
給　与▶  月給200,000円以上 

※固定残業手当20時間分30,000円を含む
　超過分は別途支給

休　日▶ 日曜、祝日、他 待　遇▶ 各社会保険完備、交通費規定支給、車通勤
可、駐車場完備、クリーニング代優遇、喫煙
ブース有、昇給有

《共通項目》

◆ 集配ドライバー/正社員 ◆ 一般事務/契約社員

急なお休みにも対応します!

恵庭

期　間▶即日～長期
仕　事▶寮にて朝食・夕食を作ります。
時　間▶ ①6:30～9:30 ②16:00～19:00 

③16:00～20:30  
※いずれも休憩、残業なし

給　与▶時給950円～
休　日▶ 日曜・祝日、他シフトによる ※春・夏・冬休み有
勤務先▶ 恵庭ハイム/恵庭市恵み野西6-17-5 

若草ハイム/恵庭市恵み野北3丁目1-4 
里美ハイム/恵庭市恵み野里美1丁目2-17

待　遇▶ 交通費規定支給、有給休暇有、全館禁煙、車通勤可
まずはお電話
ください。

ジケイ・スペース株式会社
0123-36-2271

恵庭市
恵み野西2-2-11

学生寮での調理業務
パ 調理

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶ レンタカー店舗内の清掃
勤務先▶ 千歳市美々758番地
給　与▶ 時給920円～
時　間▶  16:00～18:15（2.25h） 

※残業なし
勤　務▶ 週3～4日（シフト制） 

★勤務日数相談可
待　遇▶ 労災加入、制服貸与、 

店内分煙(喫煙室有)、交通費規定別途支給

札幌市北区北20条西4丁目2-2
■ビル総合管理

店舗清掃スタッフパート

まずはお電話ください。面接は現地にて行います。

経験
不問

011-717-0416
㈱和幸

担当/はやせ

Wワーク
OK!
車通勤
OK!

千歳 パ 清掃

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 正 医療事務員準 通所リハビリアシスタント、看護師

仕　事▶パスタの仕込み
期　間▶長期
時　間▶ ①9:00～17:00 ②6:30～15:50  

③17:00～22:00 
※①～③ご希望の時間を教えてください。 
※休憩/6時間以上で45分、8時間以上で60分 
※残業①なし ②月10h程度 ③月20h程度

給　与▶時給1,000円～　　
休　日▶土日祝 （工場カレンダー）
勤務先▶恵庭市

仕　事▶クリーニングの仕上げ
期　間▶長期
時　間▶  8:20～16:20 ※休憩1h、残業なし
給　与▶時給950円～　　
勤　務▶週6日勤務
休　日▶ 日曜　　勤務先▶恵庭市

恵庭・その他 派 仕込み、製造補助、クリーニング仕上げ、袋詰め

仕　事▶ソースの製造・加工
期　間▶ 長期
時　間▶ 9:00～17:00 ※休憩/8時間以上60分有、残業なし
給　与▶時給1,007円～　
勤　務▶週4日～ ※応相談
休　日▶ 日曜・他　　勤務先▶安平町

人気のお仕事

㈱アスクゲートノース
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

24時間受付OK！お気軽にお電話ください。
0120-172-642

履歴書不要、服装も自由。

求人説明会 9:00～12:00内のお好きな時間にお越しください。
お気軽にお問合せください！2/14火 9:00～12:00 北ガス文化ホール 小会議室2

2/22水 9:00～12:00 恵庭市民会館 小会議室

新着求人

仕　事▶パンの袋詰め
期　間▶長期
時　間▶  ①8:00～14:00（5.5h） ②9:00～13:00（4h）

③13:00～17:00(4h) 
※①～③ご希望の時間を教えてください。

給　与▶時給968円～　　 
休　日▶ シフト制（週休2日）  

※①は週4日勤務～相談可能
勤務先▶恵庭市

短時間勤務
（扶養内可能）勤務時間が 

選べます

待　遇▶ 各社保完備、日払い有（規定有）、 
受動喫煙対策有、送迎有

《共通項目》


