
2021 年 5 月 7 日（金） ちゃんと11

㈱京都セミコンダクター 恵庭事業所
〒061-1405　恵庭市戸磯385-31

仕　事▶�半導体チップの外観検査（顕微鏡使用）
給　与▶�時給861円〜  

※試用期間3ヶ月有
時　間▶�8:30〜17:30（実働8h）
休　日▶�年間120日、土・日曜日、祝日�

※土曜日･祝日出勤有（年間5日程度）
資　格▶未経験者歓迎
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、制服貸与、車通勤可

担当/原・宮川☎34-3111
電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。

未経験者未経験者歓迎!!歓迎!!

女性が活躍中の女性が活躍中の
職場です♪職場です♪

ほとんどの方が未経験から始めています★ほとんどの方が未経験から始めています★

恵庭 パ 検査

橋本農園橋本農園 〒061-1362　〒061-1362　
恵庭市中島松393-7恵庭市中島松393-7
★恵北中ななめ向い★恵北中ななめ向い

採用係

仕　事▶�大根、いも、白菜等の収穫
期　間▶�即日〜11月中旬��

※次年度も継続雇用の可能性有
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給900円〜
時　間▶�8:00〜17:00　※要相談
休　日▶日曜、雨天日、他応相談
待　遇▶車通勤可
応　募▶�お電話の上、写真付履歴書をお持ちください。

090-3110-7859
☎0123-36-6340

勤務開始日応相談!!
恵庭 ア 農作業

仕　事▶�アパート、マンション共用部分の清掃
資　格▶�車で移動出来る方、�

未経験歓迎、要普通免許
時　間▶�8:00〜17:00（フリータイム）�※週10h程度
給　与▶�時給900円
勤　務▶�月〜金曜の間で応相談
休　日▶�土・日、祝日、ＧＷ、お盆、年末年始
待　遇▶�労災保険、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶�千歳市内

清掃清掃スタッフスタッフ

日本管財サービス株式会社
〒066-0015　千歳市青葉8丁目3番1号

担当/高倉☎0123-24-0800
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡

募募
集集

千歳 パ 清掃

北海道クリーン開発㈱ 〒053-0016
苫小牧市寿町2丁目3-14

応 募

◆ちとせモール
時　間▶�8:00〜11:30
勤　務▶�週3日程度（シフト制）
給　与▶時給861円
資　格▶未経験者歓迎、性別不問
待　遇▶�労災保険、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は勤務先にて行います。委細面談。

ショッピングモールのショッピングモールの

清掃スタッフ清掃スタッフ

未経験者歓迎！！

60歳以上の
方も大歓迎！

（田口）
☎0144-33-6323
　080-2871-5294

千歳 パ 清掃

初めての方も安心サポート!

〒059-1434　勇払郡安平町早来富岡129番地

090-6212-8125
社会福祉法人
富門華会 第二富門華寮

だ い に も んふ け りょう

仕　事▶�盲障がい者支援施設での利用者（女性中心）の支援
資　格▶�要普免　　　　　　休　日▶�週休2日
給　与▶�月給16〜18万円
時　間▶�8:00〜17:00、他3パターン（応相談）
待　遇▶�雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、車通勤可、

交通費規定支給、寒冷地手当、住宅手当、�
賞与有（3ヶ月分）

まずは、お気軽にお電話ください。

千歳駅から車で約20分!
※道路状況による

担当/廣川担当/廣川

安平 契 生活支援員

千歳市信濃1丁目8番14号
千歳北交ハイヤー㈱

タクシードライバータクシードライバー

増員募集中増員募集中

北交ハイヤー
道内最大のネットワーク
☎23-4145応募 ［担当］渡辺・松口

資　格▶�要普免（運転経験3年以上）�★AT限定可
時　間▶�［朝］①5:00〜14:30�②7:30〜17:00�

［夕・夜］①17:00〜翌2:30�②20:00〜翌5:30�
※［朝］［夕・夜］選択制�※いずれも実働6.5h、休憩3h�
※昼勤、夜勤、隔日勤（応相談）

勤　務▶�4出勤後→公休→4勤務→公休→3勤務→公休の繰り返し
給　与▶�歩合制�

例： 正社員/月182,962円（昼勤、25日出勤の場合） 
嘱託/月172,200円（昼勤、25日出勤の場合）

待　遇▶�各社保完備、制服貸与、燃料手当、無事故手当、�
有給休暇、慶弔休暇、育児・介護休暇

免許取得までは▶1日5,000円支給

入社支度金制度▶10〜30万円利用可

賃金保証制度▶ 6ヶ月間、月25万円支給

千歳 正 嘱 タクシードライバー

グルメファッション

営業営業募集募集 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100分）�

※月曜日は若干の残業があります。
休　日▶日曜日、他4週6〜8休（シフト制）�
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（手書き）をご郵送ください｡書類選考の上、後日ご連絡致します。

未経験OK！

☎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

あなたのあなたの「好き！」「好き！」をを
活かしませんか？活かしませんか？

生活情報紙 「ちゃんと」 の営業スタッフを募集します。

エンタメビューティー

千歳・恵庭 正 営業

オススメオススメ
求人！求人！

★面接の日時も相談可能。千歳営業所でいつでも登録できます!

☎0120-35-0909
（通話無料/平日9〜20時、土日9〜18時）

応
募

0909workお仕事イロイロあります！

仕　事▶�自動車部品製造マシンオペレータ（アルミ製品の
鋳造、加工、検査業務）

期　間▶即日〜3ヶ月(更新有)
給　与▶�時給1,300円 ※別途残業手当、深夜割増有
時　間▶�①8:00〜17:00�②20:00〜翌5:00　�

※2組2交替（3組2交替の場合も有）��
※何れも実働8h�※残業有

休　日▶�土日祝（会社カレンダーによる）
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�

車通勤可、無料送迎有、寮完備�
（寮費無料）、社員食堂有

仕　事▶�新規営業、既存クライアント管理、派遣スタッフ�
のフォロー等�★6ヶ月後、正社員登用有

資　格▶�高卒以上、PC操作（Excel・Word）可能な方、�
要普通免許、車の持ち込みができる方歓迎

給　与▶�月200,700〜230,805円+固定残業代(30h)
月/37,506〜43,125円　★超過分別途支給

時　間▶�9:00〜18:30（休憩90分)
休　日▶�土日祝、GW、お盆、年末年始
待　遇▶�各社保完備、ガソリンカード支給、正社員登用制度

有、試用期間2ヵ月（同条件）

北日本事業統括部 千歳営業所㈱ジャパンクリエイト 千歳市千代田町5-5-1�戸田ビル2F 労働者派遣許可番号�（派）27-300717�有料職業紹介事業許可番号�27-ユ-300414

自動車部品製造 NO.1479-A-01

営業 ★自社求人

苫小牧市柏原

千歳営業所

★正社員登用有/直近3年間に4名実績有

千歳・苫小牧 派 自動車部品製造契 営業
派遣

契約 まずはまずは
ご応募ご応募

ください!ください!

20名大募集!!

無料送迎有!!

千歳市新富3丁目11-7千歳市真々地2丁目1-5

電話連絡の上、写真付履歴書お持ちください。

資　格▶�未経験者・長期勤務できる方歓迎
時　間▶��①インター店/5:00�or�6:00〜9:00�

　新富店/5:00〜9:00�
②共通/17:00〜21:00�or�22:00

給　与▶ 時給865円〜
勤　務▶①週1日〜OK�②月、火
待　遇▶��社保完備、制服貸与、車通勤可
勤務先▶�ファミリーマート�千歳インター店�

ファミリーマート�千歳新富3丁目店��
※お選びください

☎0123-49-7452 担当/金子
（千歳インター店）

千歳新富3丁目店千歳インター店
ファミリーマート 

WワークOK!WワークOK!

未経験者歓迎!未経験者歓迎!

千歳 ア 店内業務全般

まずはお気軽にお電話ください。

0120-095-0120-095-350350

勤務先▶��千歳市北信濃
仕　事▶変圧器製造業務
給　与▶��時給1,100円
時　間▶��8:30〜17:00（実働7.75h）
休　日▶��土日祝
期　間▶�3ヶ月更新（長期）
待　遇▶�社保完備、車通勤可（駐車場完備）、�

交通費規定支給

函館市新川町1-24　R4TM新川町 5F
株式会社スピード北海道
一般労働者派遣事業（派01-300425）�有料職業紹介事業（01-ユ-300238）

人気人気のの
日勤♪日勤♪電気インフラの要を

作っています！

変圧器変圧器

未経験者歓迎！ 男性活躍中!

千歳 派 変圧器製造

時
給

徒
歩 11,,100100円円1010分!分!

しっかり稼げる!JR長都駅から

6月
単月
もOK

6月・7月の
2ヶ月

★
時
間
・
給
与

面接会に
お越しください！

【持ち物】
・写真付き履歴書
・黒ボールペン

●�各回とも開始時間の5分前までに会場へお越しください。�

千歳市泉沢1007-206千歳ベース 担当/越川（こしかわ）☎0123-48-3812☎0123-48-3812

◆宅急便仕分け
仕　事▶�ⓐ宅急便・メール便�

　などの仕分け�
ⓑ運転助手��
ⓒ検問など

資　格▶�未経験者・フリーター�
大歓迎、学生歓迎、�
高校生不可

給　与▶�表参照
時　間▶表参照
勤　務▶�週3日〜�※応相談
待　遇▶�ヘルメット貸与、�

安全靴貸与、�
送迎バス有、�
車通勤可（送迎バスエ
リア外・時間外の場合
交通費支給有）

宅急便宅急便 仕分けスタッフ募集!!
※�今回の募集は、高校生の方は対象外です。�
ご了承ください。学生さん、主婦（夫）さん、フリーターさん、みんな大歓迎!!

末
広
大
通

幼
稚
園

駅
大
通

JR千歳駅
千歳ステーション

プラザ
千歳郵便局

鉄北通

中央大通←札幌 苫小牧→

交番

送迎バス乗り場MAP
土5/8 ❶16:00〜

❷18:00〜
恵庭

市民会館
❶10:00〜
❷14:00〜
❸19:00〜

千歳
ベース 5/9日 ❶16:00〜

❷18:00〜
恵庭

市民会館
❶10:00〜
❷14:00〜
❸19:00〜

千歳
ベース

�千歳ベースで日中開催の面接会には、千歳駅裏（スノーショップ駐車場前）の送迎バスをご利用可能です。（10時開催→9:12発、14時開催→13:12発）

勤務時間 送迎 6月の時給 7月の時給

❶ 19:30〜23:00（実働3.5h） 千歳・恵庭 950円 22時以降/1,188円 950円 22時以降/1,188円

❷ 19:30〜翌4:00（実働7.5h、休憩1h） 千歳・恵庭 970円 22時以降/1,213円 1,000円 22時以降/1,250円

❸ 21:00〜翌1:00（実働4h） - 1,000円 22時以降/1,250円 1,000円 22時以降/1,250円

❹ 21:00〜翌4:00（実働6h、休憩1h） - 970円 22時以降/1,213円 1,000円 22時以降/1,250円

❺ 23:00〜翌4:00（実働4h、休憩1h） 千歳・恵庭 1,213円 1,250円

千歳 ア 宅急便等仕分け作業

資　格▶�専門学校卒以上、�
ブランクがある方も大歓迎

給　与▶�月給240,000円〜  
※試用期間3ヶ月有/時給950円 
※暖房手当等別途支給

時　間▶�月・火/9:30〜20:30�※実働9h�
水/9:30〜18:30�
金/9:30〜18:30�
土/9:30〜13:00�
日/9:30〜17:00

休　日▶�週1日午前、木曜、第2・4土曜、祝日、お盆、�
年末年始

待　遇▶�社保完備、昇給年1回、賞与年2回、�
交通費全額支給、制服貸与、車通勤可、�
試用期間3ヶ月有

〒061-1376�恵庭市恵み野里美2丁目15

☎0123-29-4618
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

http://www.megumino-fdc.com

新卒の方の応募も歓迎です！
勤務開始日ご相談ください♪

歯科衛生士
正社員募集

恵庭 正 歯科衛生士
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