
2021年11月19日（金） ちゃんと13

清掃員募集!!パート

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

給　与▶ 時給898円
時　間▶ 7:00～11:00 

（実働4h）
休　日▶土･日曜、祝日
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、 

雇用保険は週20h以上で加入

 入社後すぐに使える
特別有休制有!!

千歳 パ 清掃

◆日本血液製剤機構/千歳市泉沢

千歳市青葉5丁目6-10　http://www.hotal-web.com

◆ベッドメイク
仕　事▶ 客室清掃、備品補充 
時　間▶ ①9:00～15:00　②19:00～翌1:00 

◆フロント
仕　事▶ フロント業務
時　間▶ ①9:00～14:00　②14:00～19:00 

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!

0123-40-2077 090-2511-4127

給　与▶ 時給940円～　※昇給有  
※22時以降/時給1,175円～

勤　務▶ 応相談 

共通
項目

千歳 パ ベッドメイク、フロント

0120-706-717 《受付》
9～17時応募

検品作業
スタッフ募集

■一般労働者派遣事業（派01-300021）　■職業紹介事業（01-ユ-300308）

(株)ジェイサポート
札幌市北区北7条西4丁目8-3 北口ヨシヤビル3F 

（JR札幌駅北口より徒歩1分）

★ 恵庭市内や近郊にお住まいの方は弊社の担当社員が 
ご自宅近くに出向き面接することも可能ですので、
　ご相談ください！

●履歴書（写真なしでも可） ●身分証明書
※面接時にデジカメで撮影いたします。持ち物

面
接
に
つ
い
て

期　間▶長期
仕　事▶ 大手ホームセンターの倉庫内での、 

DIY商品・雑貨商品等の検品・仕分け作業
資　格▶未経験者歓迎、ブランクOK
給　与▶時給1,125円
時　間▶9:00～17:00
休　日▶土日
待　遇▶ 社会保険完備、交通費規定支給、車通勤可、 

無料P有、週払い可（規定有)、 
JR恵み野駅から無料送迎有

勤務先▶恵庭市北柏木町

未経験者
OK！

JR恵み野駅から
無料送迎有

恵庭 派 検品作業

店
内
の
雰
囲
気
は
い
つ
も
和
や
か
♪

販売スタッフも同時募集
アルバイト･パート

★条件は製造スタッフと同じです。 千歳市美々　新千歳空港連絡施設3F(スマイルロード　スイーツゾーン内）
北海道牛乳カステラ

まずはお気軽にお電話ください。　担当/松永

☎0123-46-2205

資　格▶ 未経験者歓迎、経験あれば尚可、学歴不問 
【ア･パ】学生・主婦（夫）・フリーター歓迎、副業・扶養内勤務可

給　与▶ 【正】月18～35万円 ※経験・能力考慮(固定残業代含む。超過分別途支給） 
【ア･パ】時給900円～

休　日▶ 【正】月8日（シフト制） ※特別休暇・リフレッシュ休暇制度有 
【ア･パ】勤務は週2日～OK

時　間▶ 8:30～17:30 ※【正】実働8h 【ア･パ】実働4～8h（応相談）
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与 

【正】各社保完備、産休・育休制度、退職金制度 
【ア･パ】正社員登用制度有

● 仕込み（卵白の泡立ちからこだわり有） 
● 生地作り（手作業で生地を仕上げます。） 
● 泡切（口溶けの良さを左右する重要な作業） 
● 焼き上げ（実際に手で触れて火の通りを確認） 
● 包装（切り分けて丁寧に包みます。）

★年1回、千歳近郊でお食事会開催！
　辻口シェフとのお食事会も有（不定期開催）

男女共に 
10～50代の方が 
元気に活躍中！

未経験者大歓迎!!
経験よりも意欲重視

製造スタッフ
正･ア･パ 急募

千歳 正 ア パ 製造ア パ 販売

共
通
項
目

応募
社会福祉法人

千歳福祉会
〒066-0066
千歳市大和4丁目2-1

採用担当/中尾 
（受付/9:30～17:30）

介護職員募集正職員･準職員

準
職
員

資　格▶介護職員初任者研修修了者（ヘルパー2級）必須
給　与▶ 月154,250～254,250円 

+夜勤手当（10,000円/回) 
※賞与年2回（2.55ヶ月分） 
※介護福祉士手当5,000円 
※処遇改善手当（偶数月支給）

夜勤の可否
対応可能!

資　格▶ 介護福祉士（実務経験5年以上）
給　与▶ 月165,000～300,500円 

（年齢・経験に応じて支給） 
+夜勤手当 
※賞与年2回（3.4ヶ月分） 
※資格手当含む/処遇改善手当（偶数月支給） 

正
職
員

扶養・住宅・
寒冷地手当
支給

☎0123-49-6805

施設の雰囲気や仕事内容、待遇等知りたい事、
お話しさせて頂きます。当法人が気になる方‼

まずはお気軽にお電話ください！

仕　事▶入居者様の介護・生活介助・生活部門の整理等
時　間▶ 日勤/7:00～19:00（実働8h、休憩1h） 

夜勤/ 17:30～翌9:30（実働14h、休憩2h）  
※月4～5回

休　日▶ 週休2日制 ※年間休日120日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、有給休暇有
勤務先▶ 特別養護老人ホーム　暢寿園 

（千歳市富丘2丁目7-5）
特別養護老人ホーム やまとの里（千歳市大和4丁目2-1）

のスタッフも同時募集!

千歳 正 準 介護職員
時　間▶ 7:30～20:30 ※実働6～8h 

（現在は新型コロナウイルスの影響で9:30～18:30）
勤　務▶週5日 ※シフト制
待　遇▶ 社会保険完備、社員割引制度有、有給休暇制度、 

交通費規定支給（上限1ヶ月定期代）、制服貸与
時　間▶ 7:30～20:30 ※実働4～6h 

（現在は新型コロナウイルスの影響で9:30～18:30）
勤　務▶週3～5日 ※シフト制
待　遇▶ 雇用・労災保険、社員割引制度有、 

交通費規定支給（上限1ヶ月定期代）、制服貸与

〈共通項目〉
仕　事▶ お客様の接客・対応、レジ業務、商品の包装、品出し等
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇 ※土日祝及び午前・午

後共にシフトへ入れる方歓迎
給　与▶ 時給900円
勤務先▶ 新千歳空港店（千歳市美々 新千歳空港ビル2階）

※JR「新千歳空港駅」直結

フ
ル
タ
イ
ム

短
時
間

《郵送先》本社▶ 〒060-0063　 
札幌市中央区南3条西3丁目13-2

写真付履歴書を札幌本社までご郵送ください。
《採用担当》富沢

☎011-251-6131
千秋庵製菓（株）

販売スタッフ
店頭での

★ 短時間希望者は 
扶養内勤務 OK‼

★ フルタイム希望者は 
産休・育休制度で 
安心して長く働けます。

千歳 パ お菓子の店頭販売

資　格▶ 未経験者歓迎、明るく健康な方
給　与▶ 時給900円  ※試用期間2ヶ月有/時給889円
時　間▶ ①9:15～16:15（実働6h） 

②11:15～18:15（実働6h） 
③9:15～18:15（実働8h） 
※①②③のシフト制

勤　務▶ 週4～5日（要相談） 
待　遇▶ 交通費規定支給

千歳市美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル2F

まずは、お電話ください。 （面接は新千歳空港で行います。）

080-1862-8144
アイヌ工芸品店アイヌモシリ三光

【受付/10:30～17:00】
担当/藤岡

接客・販売スタッフ急募!!

アイヌ文化に興味がある方歓迎!!

千歳 ア パ 店内業務

まずは電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
用務員募集 用務員・送迎バス運転手募集

☎29-3311

千歳市みどり台南2丁目12-6
【受付/9～17時】

担当/小原 恵庭市桜町3丁目9-1

☎34-0708
【受付/9～17時】

担当/小原

給　与▶ 時給900円　　　勤　務▶ 週5日
待　遇▶ 交通費規定支給、雇用・労災保険

共通
項目

◆認定こども園えほんの森/バス送迎業務あり
仕　事▶ 園内外の各種用務員業務（除雪・除草・子どもの見守り

等）及び送迎バスでの園児の送迎
資　格▶ 大型一種もしくは中型（8t限定解除可）
時　間▶7:00～17:00の間で実働8h

用務員
バス運転手
GO TO THE FUTURE  ～未来へ～

◆認定こども園おひさま/バス送迎業務なし
仕　事▶ 園内外の各種用務員業務（除雪・除草・子どもの見守り等）
資　格▶ 大型一種もしくは中型（8t限定解除可）あれば尚可
時　間▶8:00～13:00の5h

千歳・恵庭 パ 用務員、送迎バス運転手

有限会社 イーワークス
人材派遣業 派01-300151 職業紹介 01-ユ-300083

恵庭市京町80番地 恵庭商工会議所ビル1F

お気軽に
お電話ください。

☎0123-33-5555
 info@eworks-jobnet.com

《共通項目》　待　遇▶各種保険完備、交通費規定支給

LINE登録
はこちら

仕　事▶ お歳暮用ギフト商品を配送するための準備作業。ピッキングさ
れた商品を棚へ移動し、配送前の商品を台車へ積み込む作業。

給　与▶時給1,400円
時　間▶9:00～16:30 ※残業可
休　日▶日曜、他1日（シフトによる） ※週4日勤務も相談可
期　間▶即日～1ヶ月程度

★短期間で高時給！！！ ★男性活躍中！
《千歳》 ギフト商品の配送準備スタッフ

仕　事▶ 伝票作成・確認作業や、データ入力、集荷リストの 
整理・作成や書類のファイリング、電話対応など

給　与▶時給1,000円
時　間▶8:00～17:00
休　日▶ シフト制による週休2日（日曜、他） ※1月1～2日はお休み
期　間▶即日～長期

★カンタンPC作業♪
《恵庭》 物流会社のデータ入力事務スタッフ

お仕事登録相談会

上記日程以外も、平日は随時登録・相談受付中♪

短期・長期・短時間・高時給…etc、
いろいろなお仕事でお待ちしています♪

11月25日（木）･26日（金）

場所 恵庭市民会館 市民相談室

仕　事▶ 介護老人保健施設での入浴介助業務。利用者様をお部屋から
浴場まで移動介助し、入浴と入浴後のケアをするお仕事

資　格▶介護職員初任者研修以上
給　与▶時給1,000円～
時　間▶9:00～13:00（実働4h）
休　日▶ 土･日曜、祝日、年末年始
期　間▶即日～長期

★土日祝お休み！平日4時間勤務♪
《恵庭》 入浴介助スタッフ

仕　事▶流れてくる生地を手作業で規定の長さや形に整える作業
給　与▶時給1,000円
時　間▶ 10:00～19:00 

※その他の時間帯も有
休　日▶ 土・日曜、ＧＷ、お盆、年末年始
期　間▶即日～長期

★残業がなく、快適な環境♪
《恵庭》 パン生地の成型

仕　事▶ 商品の仕分け、箱詰め、袋詰め、機械を使用した印字、 
機械による包装、シール貼り作業

給　与▶時給1,000円
時　間▶8:00～17:00
休　日▶ 月7～8日（シフト制）
期　間▶即日～翌3月

★市内送迎利用可
《千歳》 工場内スタッフ

時間 9:00～12:00（最終受付11:30）

開催!!
日程

千歳・恵庭 派 データ入力事務、入浴介助、配送準備、製造、仕分け、箱詰め

（恵庭市新町10番地）

❷おせち料理製造

㈱紀文食品 恵庭工場
■水産練製品製造・販売

恵庭市戸磯201番14（恵庭テクノパーク内）

☎0123-32-1888
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

【担当】佐々木
【受付】9～17時

❷おせち料理製造スタッフ
仕　事▶ おせち料理を詰める等の簡単な補助作業など
給　与▶  ［12月26日まで］時給1,000円 

  ［12月27～29日］時給1,100円 
※6日間すべて勤務の方にはプラス5,000円支給

期　間▶ ①12月24日（金）～12月29日（水） 
②12月25日（土）～12月29日（水） 
③12月27日（月）～12月29日（水） 
④12月28日（火）～12月29日（水） 
⑤12月24日（金）～12月29日（水）の間で4日以上
★上記の中で選べます！

時　間▶ 8:30～17:30 
※但し、最終日12/29（水）は13:30終了予定 
※生産状況により残業や変更になる場合有

❶食品製造補助・梱包スタッフ
仕　事▶ かまぼこ･なると巻き等の包装、箱詰め作業など
給　与▶時給1,000円
期　間▶ ①11月29日（月）～12月29日（水） 

②12月2日（木）～12月29日（水） 
③12月6日（月）～12月29日（水）

時　間▶ 9:00～18:00
休　日▶ 日曜・水曜 

※但し、12月26日（日）・29日（水）は出勤 
※生産状況により変更になる場合が有

年末
恒例

毎年人気のお仕事!

❶食品製造補助・梱包

50名大募集!

短期スタッフ

初めての方も
リピーターの方も大歓迎!!

共通
項目

恵庭 ア ①食品製造補助・梱包スタッフ②おせち料理製造スタッフ

資　格▶未経験者歓迎
待　遇▶ 車通勤可、交通費規定支給、制服貸与  

※食品製造業のため、ピアス・マニキュア 
　禁止、コンタクトレンズの使用不可

期間が選べる！
冬休み・学生バイトもOK!

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）

★年齢不問 ★短期もOK！

皆勤賞
1ヶ月休まず
がんばろう！

あり

詳しくは
お電話ください！

千歳市北斗4丁目
13番20号

☎27-0911
■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

配布員募集
千歳・恵庭 委 ポスティングスタッフ


