
2021年9月10日（金）ちゃんと 8

勤務先▶千歳乃湯 えん（千歳市真々地3丁目）
仕　事▶男女脱衣所･浴場内の巡回清掃
資　格▶未経験者歓迎
時　間▶ 13:30～21:50の間で実働3～4.5h
給　与▶時給900円～ ※18時以降/時給960円
勤　務▶シフト制 ※日数要相談 ※年中無休
待　遇▶労災保険、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

清掃員
募集!!

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｡

親切･丁寧に指導いたしますので未経験者でも安心！

千歳 パ 清掃

長期働きたい方募集! 

㈱吉田商店 〒066-0037
千歳市新富3丁目9-2

仕　事▶ 炊飯業務及び配送
資　格▶要普免
時　間▶6:00～16:00
給　与▶ 月給170,000円 

＋諸手当15,000～35,000円（定額） 
総支給/185,000～205,000円

休　日▶月8～9日 ※シフト制
待　遇▶ 各種社会保険完備 

※いずれも詳細は面談にて。

ちとせライスセンター

電話連絡の上、履歴書お持ちください。お気軽にお電話ください。

☎23-2010受付/9時～16時

ほぼ、定時で
業務終了しています。

千歳 契 炊飯業務及び配送

厨房スタッフ
長期で本店 北広島も 
通勤可能な方歓迎!

募
集

仕　事▶ アミューズメント施設内の厨房にて、 
簡単な調理業務

給　与▶ 時給880円
時　間▶ 9:00～15:00 ※応相談
勤　務▶週3～4日
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ 恵庭市恵み野西1丁目4、北広島市中央3丁目6-1

まずはお気軽にお電話ください。 
面接には写真付履歴書をお持ちください。

☎36-4114パーラー恵み野
恵庭市恵み野西1丁目4番 受付/平日9～17時

恵庭・北広島 パ 厨房

時間
応相談

千歳市青葉5丁目6-10　http://www.hotal-web.com

仕　事▶ 客室清掃、備品補充 
時　間▶ ①9:00～15:00　②19:00～翌1:00 
給　与▶ 時給940円～　※昇給有  

※22時以降/時給1,175円～
勤　務▶ 応相談 

0123-40-2077
090-2511-4127

電話の上､写真付履歴書をお持ちください｡ 

担当/國田

ホ テ ル 　 　 　 　 　 ホ タ ル 全室Wi-Fi
完備

土日のみの方歓迎!
★WワークOK! 
★女性活躍中!

勤務日数
応相談!

千歳 パ ベッドメイク

仕　事▶  接客、査定、買取等の店舗営業業務
資　格▶ 未経験者歓迎、土日祝勤務可能な方
給　与▶ 時給1,100円　 

※試用期間3ヶ月/時給950円
時　間▶  10:00～19:00の間で5～8h　 

※応相談
勤　務▶ 土日含む週3～5日　※応相談
待　遇▶ 各社保完備、 

交通費規定支給、車通勤可

恵庭市恵み野里美2-15 フレスポ恵み野モール棟 

まずはお気軽にお電話ください。

0120-157-881
買取専門店 恵庭フレスポ恵み野店わかば

受付/10～19時
担当/柳田

恵庭 パ 店内業務
ブランド品の知識や業界の 
専門知識は一切不要ですスタッフ募集!

未経験者
歓迎!

Web応募
はコチラ

島松店 恵庭市島松旭町
1丁目1-1

希望の店舗に電話連絡の上、
写真付き履歴書をお持ちください。

㈱ラルズ  札幌市中央区南13条西11丁目2-32
●制服貸与  ●交通費規定支給  ●車通勤可

☎39-7777応募 [担当]店長

レジスタッフ 
募集!!

恵庭 ア パ レジ

給　与▶ ［一般］時給881円
時　間▶ ①9:00～13:00 

②13:00～17:00 
③17:00～21:00 
※9:00～17:00も可

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。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。

ローソン自衛隊東千歳駐屯地店☎22-2241 千歳市祝梅1016

◆北千歳駐屯地内店舗
仕　事▶店内業務全般
時　間▶①6:00～11:00 ②6:00～15:00 ③10:00～17:00
給　与▶ 時給890円
勤　務▶  ①週3～4日 ②週4～5日 ③土日
勤務先▶ 陸上自衛隊北千歳駐屯地内（千歳市北信濃724） 

※中央バス「北千歳駐屯地前」停すぐ

◆東千歳駐屯地内店舗
仕　事▶ a/陳列その他、レジ作業なし 

b/レジ作業有
時　間▶ a/19:00～22:00  

b/①17:00～23:00 ②11:00～20:00 
　 ③14:00～23:00 ④10:00～17:00

給　与▶ a/時給865円　b/時給930円 
※19:00～22:00までは時給1,000円 
※22:00～23:00までは時給1,163円

勤　務▶a/週3日（日･月･火･木･金曜の中で） b/週3～5日
勤務先▶ 陸上自衛隊東千歳駐屯地内（千歳市祝梅1016）

資　格▶  車通勤可能な方、 
ダブルワーク・シニア・学生可

待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、社会保険有

共通
項目

Wワーク、シニア、学生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？
千歳 パ 店内業務

〒066-0062
千歳市千代田町6-8
平和駅前ビル

仕　事▶ 来客・電話対応、 
専用ソフトによる財務事務等  

資　格▶ 高卒以上、要普通自動車免許、 
基本的なPC操作可能な方（入力程度）

給　与▶ 正/月166,000円～　パ/時給900円～
時　間▶ 正/9:30～18:30　 

パ/10:00～16:00　※応相談
休　日▶ シフト制　※月7日以上　※年間105日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

昇給制度有、賞与年1回、 
各種手当有（資格・役職）、業務には社用車使用

勤務先▶ 千歳市千代田町6丁目8 平和駅前ビル 
売買も! 賃貸も!

株式会社 平和恒産

仕　事▶ プロパティマネジメント 
（物件の運営・管理業務）

資　格▶ 高卒以上、要普通自動車免許、 
基本的なPC操作可能な方（入力程度）、 
業界経験者歓迎、有資格者優遇

給　与▶ 月192,000円～

★キッズルーム有
お子様
連れで
出勤可能!!

●電話連絡の上、写真付き履歴書を郵送ください。
担当/小川☎0123-40-3000

http://www.peace-room.co.jp

管理業務

経理事務

正社員

正社員 パート《お客様へのサービス向上》と、
《働く環境をさらにより良いものにする》
ための募集です。

お
客
様
か
ら
の

「
あ
り
が
と
う
」の

言
葉
に
や
り
が
い
を

感
じ
ま
す
！

★将来の幹部候補を育成します。
★安心の「社員育成システム」を導入

共
通
項
目

千歳 正 管理業務正 パ 経理事務

◆恵庭工場（恵庭市恵南1番地）
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶ 9:00～18:00、18:00～翌3:00
給　与▶ 時給870円～+交通費規定支給 

※22:00～翌5:00深夜手当有
休　日▶ 土日 ※他2ヶ月に1回工場指定の休日有
待　遇▶ 各種社会保険完備、 

有給休暇有、制服貸与、 
昇給有（人事考課による）、 
車通勤可、交通費規定支給

☎34-6866

パン製造 
スタッフ募集!

株式会社エフビーエス
〒061-1411　恵庭市恵南1番地恵庭工場

まずはお気軽にお電話ください。
受付/9～17時 
担当/大松

恵庭 パ 製造

千歳市上長都958（千歳市公設地方卸売市場内）
株式会社 恵千フーズ

https://keisen-foods.com/

◆野菜のカット等の加工業務《パート》
資　格▶ 未経験者歓迎、金・土に勤務できる方歓迎
給　与▶時給865円
時　間▶6:00～15:00の間で応相談
休　日▶ 日曜、祝日、GW、お盆、年末年始　 

※野菜加工業務は祝日出勤の場合有
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

未経験者歓迎!
時間応相談♪

☎0123-40-1010 ［受付］
9～16時

●まずはお電話ください。担当/大道寺

千歳 パ 野菜の加工

恵庭市千歳市

皆勤賞1ヶ月休まず
がんばろう！

あ
り
‼

島松本町2丁目

恵み野東4丁目

中島町4丁目

福住町1･2丁目

自由ヶ丘1丁目

信濃2丁目

新富3丁目

柏陽4丁目

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） ★短期もOK
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）

千歳市北斗4丁目13番20号 ☎0123-27-0911応
募

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行 ★ 他の配布地域もございます。詳しくはお電話でご相談ください！

年齢不問 短期OK

配布員募
集

千歳・恵庭 委 ポスティングスタッフ

080-4504-8484応募

みんな一緒のスタートです♪

仕　事▶ 利用者（軽度障がい）様の就労サポート（農作業、管理
物件の清掃、PC入力作業、折込、ポスティング等）、 
作業場までの送迎、記録作成等

資　格▶ 未経験者、無資格者OK、初任者研修修了者もしくは
実務者研修修了者、介護福祉士資格保持者歓迎、 
要普通免許

給　与▶ 無資格/時給930円　 
初任者研修修了者もしくは実務者研修修了者 
/時給950円 
介護福祉士/時給1,000円　 
※処遇改善手当含む　※試用期間3ヶ月/同条件

時　間▶  9:00～16:00　※休憩1h
休　日▶ 土日祝
勤　務▶ 週2～4日　※シフト制　※応相談
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、無料 

P有、制服貸与、資格取得支援制度（規定有）
勤務先▶ 千歳市上長都1124-4 

（就労支援B型事業所/9月オープン予定）

担当/上島

健心サポート就労継続支援B型事業所
千歳市上長都1124-4

久不動産

これから始める新しい事業を一緒に
盛り上げてくれる仲間を大募集!

オープニングスタッフ募集
千歳市上長都 9月中旬開始予定
就労継続支援B型事業所オープン

★共同生活援助事業所も10月オープン予定/恵庭市黄金北

久健グループについて
知りたい方はこちら

資格取得に向け、当社がバックアップ
します!（規定有）

資格取得支援制度有!無資格でも
大丈夫!

☎0123-29-3455
久健グループの福祉事業

農作業

清掃

チラシの折込
ポスティング

PC入力
作業

一緒に作業しながら利用者様の
就労をサポートするお仕事です!!

千歳 パ 支援員

来社不要！
WEB応募はコチラから▶

予約制になりますのでお気軽にお問い合わせください。

※コメント欄に「ちゃんとを見た」と「希望のお仕事No.」を
　記載いただくとスムーズです。

★支店での登録もOK！

㈱オープンループパートナーズ 千歳支店 千歳市千代田町4丁目14 千歳第一ビル3F
労働者派遣事業（派13-302403）

まずはお気軽にお電話ください！ 【受付】9：00～18：00（月～金）☎0123-23-6833
★通勤ラクラク♪3職種ともに千歳市内から送迎有のお仕事！

週払いOK!
（規定有）

◆応募後に弊社からWeb登録用のURLをメールでお送りするので、お手続きお願いします！
【千歳市】（NO.2）
卵の選別や運搬等

期　間▶長期
給　与▶ 時給1,100円～ 

※送迎利用/ 
　時給1,020円

時　間▶8:30～17:20
勤　務▶ 週5日 ※シフト制 

※お休み希望相談OK

車通勤
OK

【千歳市】（NO.3）
薬草の選別等

期　間▶ 9月末～10月末
給　与▶ 時給1,074円 

※送迎利用/ 
　時給1,000円

時　間▶8:30～17:30
勤　務▶ 週3日～OK 

※日曜固定休み

車通勤
OK

扶養内
勤務OK

【安平町】（NO.1）
ジンギスカンの味付けや梱包等

期　間▶長期
給　与▶ 時給1,134円～  

※送迎利用/ 
　時給1,060円

時　間▶ 8:30～17:00  
※ 土曜出勤の場合/ 
8:30～15:00

休　日▶ 土･日曜、祝日  
※土曜出勤の可能性有

車通勤
OK

千歳・その他 派 味付け･梱包、選別、運搬

☎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。

千歳市幸町
2丁目3-2さんが

日本料理

ゆきあかり山河

仕　事▶ ①仕込み、調理全般 ②調理、洗い場等
資　格▶和食調理経験者
給　与▶①月30～35万円 ②月20万円～
時　間▶ 11:00～23:00の間でシフト制
休　日▶日曜、祝日を含め月6～8日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、各種手当有、制服貸与

◆ 調理師 正社員

仕　事▶ 接客、配膳、会計、片付け等
資　格▶経験者優遇
給　与▶ 経験者/月25万円～ 未経験者/月20万円～ ※委細面談
時　間▶ 13:00～23:00の間でシフト制
休　日▶日曜、祝日を含め月6～8日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、各種手当有、制服貸与

◆ ホールスタッフ 正社員

◆ 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/時給1,187円
時　間▶ 17:00～23:00
勤　務▶週3日程度 ※シフト制
休　日▶日曜、祝日
待　遇▶交通費規定支給

千歳 正 調理、ホールパ 洗い場･調理補助


