
2021 年 12 月 10 日（金） ちゃんと13

� 男女ともに活躍中!

(株)東洋実業 恵庭営業所
恵庭市黄金中央1丁目13-11��クレール黄金1F

応募 ☎33-8225 ［担当］
採用係

◆施設警備/車両の入出庫受付、簡単なPC操作有
時　間▶�①9:00〜18:00�②18:00〜翌9:00�

③9:00〜翌9:00�※シフト制
勤　務▶�月14日程度
給　与▶�月給170,000円以上
待　遇▶�社会保険完備、有給休暇、制服貸与、交通費規定支給
勤務先▶千歳市泉沢/TAA北海道会場

170170,,000000円円
月月
給給

以上!!以上!!

千歳 契 施設警備

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!!急募!!

アイヌ文化に興味がある方歓迎!!アイヌ文化に興味がある方歓迎!!

千歳 ア パ 店内業務

千歳市青葉5丁目6-10　http://www.hotal-web.com

◆ベッドメイク兼フロント
仕　事▶�客室清掃、備品補充、�

フロント業務
時　間▶�①9:00〜15:00��

②14:00〜19:00��
※①②選択可

給　与▶�時給1,000円 
※試用期間（3ヶ月以内）/時給940円〜

勤　務▶�応相談�

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!土日のみの方歓迎! ★WワークOK! 
★女性活躍中!

勤務日数勤務日数
応相談!応相談!

0123-40-20770123-40-2077 090-2511-4127

千歳 パ ベッドメイク兼フロント

★経験者歓迎 ! ★車好きな未経験者
　にもオススメ

アルバイトパート

仕　事▶�レンタカーの受付、�
軽整備・洗車・送迎のお手伝い

資　格▶�経験者歓迎、�
要普通免許（AT限定OK）

給　与▶�時給920円〜
時　間▶�7:30〜19:00の間でシフト制��

※応相談
勤　務▶�週3日〜�※シフト制�

※土・日曜のみ・Wワーク等応相談
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、�

カップ式飲料機使い放題

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-26-2191《担当》
つのだ

千歳市東雲町5丁目7-3�
ニコニコレンタカー 千歳東雲町店

ニコニコレンタカー千歳東雲町店
スタッフ募集 スタッフ募集 

千歳 ア パ レンタカー業務

レンタカー・ガソリンスタンド業界の経験者歓迎!

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-26-2191 《担当》
つのだ

正社員
募集!

仕　事▶�新車、中古車の販売業務、軽整備、他
資　格▶�未経験者歓迎、�

要普通免許（AT限定OK）
給　与▶ 月160,000円〜 

※例/月200,000円以上も可能 
※試用期間1〜6ヶ月/時給889円〜

時　間▶�10:00〜19:00(実働8h）
休　日▶�4週8休�※火曜定休�

他シフト制�※会社カレンダーによる�
年末年始

待　遇▶�各社保完備、業績賞与年2回、�
燃料手当、交通費規定支給、車通勤可、
カップ式飲料機使い放題

スターオート
千歳市東雲町5丁目7-3�株式会社スターオート 千歳店

http://starauto1995.com/

月20万円以上
も可能‼︎

千歳 正 販売、軽整備

清掃員募集!!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-☎0123-24-37713771平日

2～3名2～3名
募集！募集！

期　間▶2022年1月3日〜3月6日
給　与▶�時給1,200円 

（交通費込み）
時　間▶�10:00〜14:00（実働4h）
勤　務▶週3〜5日�※交代制

❶ ノースカントリーGC/千歳市蘭越※冬季業務

給　与▶�時給898円
時　間▶�7:00〜9:30（実働2.5h）
勤　務▶月・水・金

❷ 千歳商工会議所/千歳市東雲町

給　与▶�時給898円
時　間▶�6:00〜8:30または9:00（実働2.5h〜3h）
勤　務▶土・日・祝

❸ エニケンビル/恵庭市泉町

《共通項目》
待　遇▶�制服貸与、雇用保険は週20h以上で加入、�

②③交通費規定支給

千歳・恵庭 パ 清掃 千歳

㈱魚国総本社 北海道支社
札幌市白石区南郷通20丁目南2番39号　☎011-863-4421

●電話での応募後、現地にて面接いたします。
受付/平日9〜17時
担当/中村・神谷0120-442-105

★★早朝4〜5時は給与25％割増早朝4〜5時は給与25％割増
★車通勤OK!★車通勤OK!

食堂スタッフ募集!食堂スタッフ募集!
［勤務先］陸上自衛隊 東千歳駐屯地内食堂 千歳市祝梅1016

仕　事▶調理補助・配食・切菜・炊飯・洗い物等厨房業務
時　間▶�シフト制（実働8h）�

早番/4:00〜13:30��遅番/9:00〜18:30
給　与▶�時給1,150円〜

仕　事▶調理補助・配食・切菜・炊飯・洗い物等厨房業務
時　間▶�9:00〜18:30の間で4h
給　与▶�時給1,000円〜

厨房作業補助［8hパート］

パ 厨房作業補助

共通
項目

休　日▶�月平均8日・年末年始・GW・お盆
待　遇▶�社会保険または雇用保険、交通費規定

支給、有給休暇、制服貸与、車通勤可

厨房作業補助［4hパート］

未経験者歓迎♪未経験者歓迎♪

資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許、�
二種免許取得養成制度有

給　与▶ 歩合制 
例/【日勤】200,000円以上可能 
　  【夜勤】250,000円以上可能

勤　務▶�4勤1休（応相談）
時　間▶�例/【日勤】8:00〜16:30�

　  【夜勤】17:00〜翌1:30�
※勤務時間応相談

待　遇▶�各社保完備、制服貸与、車通勤可（駐車場完備）

（担当/関本・佐々木）☎23-3121
�まずはお気軽にお電話ください。

〒066-0027
千歳市末広1丁目4-8千歳交通㈱

と でタクシードライバー募集!千歳 恵庭
千歳・恵庭 契 タクシードライバー

電話本数地域No.1

勤務時間勤務時間
応相談応相談

福利厚生充実
千歳乃湯えん

ちとせインターゴルフクラブ

会社説明会を開催します!
日時

会場

12月13日（月）
ハローワーク千歳

10:00〜

千歳市東雲町4丁目2-6
費用当社負担
養成期間中日当有

●まずはお気軽にお電話ください。 

☎0123-48-2800☎0123-48-2800ケイシイシイ株式
会社 千歳市泉沢1007-111

ダイレクトマーケティング部
【受付/9～17時 担当/吉田】

千歳
期　間▶�電話/1月上旬〜長期　�

メール/1月上旬〜5月末
仕　事▶�①電話受付業務�②メール対応業務
給　与▶�時給900円
時　間▶�9:00〜18:00の間で実働6〜8h
休　日▶�月9〜10日�※時期により変動有
勤　務▶�週4日〜
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、�
送迎有（千歳駅）

●フルタイムや 
　土日勤務が可能
　な方歓迎!
●未経験者歓迎! 千歳駅から送迎有!

年明けからの勤務です! 応募はお早めに♪年明けからの勤務です! 応募はお早めに♪

受付事務
スタッフ募集

ア パ 事務

〒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☎24-4191

◎電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。�応募はこちらでも▶（医）豊友会 

千歳豊友会病院
Chitose Houyukai Hospital

時給11,,220000円円〜〜
●●実務経験実務経験がある方がある方
●�保険請求事務や医療事務等●�保険請求事務や医療事務等
のの資格資格をお持ちの方をお持ちの方

正 職 員 登 用 実 績 あり

https://www.foryou-hp.or.jpウェブサイトリニューアルしました▶

看護補助者 準職員
仕　事▶��病棟における看護補助業務�

看護師の補助や患者さんのお世話等を�
行います。介護士や看護師等を目指す土台と
なる経験を積むことができます。

資　格▶��無資格でも可
給　与▶��時給1,100円　夜勤1勤務/22,000円 

資格手当（介護福祉士）/6,000円 
その他手当年2回有（夏・冬）

時　間▶��当院規定による
勤　務▶�2交替シフト制、早出・遅出有

《共通項目》�待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

仕　事▶医療事務業務
資　格▶��経験者優遇
給　与▶��時給1,200円〜
時　間▶�月・火・木・金/①8:45〜17：30�

　　　　　　②8:00〜16:45�
　　　　　　③9:15〜18:00　�
　　　　　　※シフト制�
水・土/8:45〜12:45

休　日▶日曜・祝日

医療事務医療事務スタッフ募集!スタッフ募集!

医療事務員 準職員

看護師･准看護師 正職員
仕　事▶��病棟業務
資　格▶��有資格者、60歳まで�

（定年雇用止めの為�※更新有）
給　与▶��看/月給216,000円〜  

准/月給175,000円〜 
資格手当 看/20,000円 准/10,000円 
賞与年2回（夏・冬） 
夜勤手当 看/18,000円 准/16,500円 
準夜勤手当 看/5,800円 准/4,800円

時　間▶��当院規定による（2交替制、準夜勤有）
休　日▶�4週8休+祝日（シフト制）

増員の増員の
ためため

千歳 正 看護師･准看護師準 医療事務員、看護補助者

まずは電話でご連絡ください。

☎0123-32-1211採用担当
受付/平日8〜18時

期　間▶�2021年12月13日〜12月29日�
※延長の可能性有

仕　事▶�冷凍コロッケ製造ラインでの材料の�
仕込み・製造・包装等　�
※�冷凍コロッケ以外の商品製造も有

資　格▶�未経験者歓迎、�
食品製造等経験者優遇

給　与▶�時給1,200円
時　間▶�①9:00〜17:00�

�②17:00〜22:00�
（②2h程度残業の可能性有）�
※シフト制（応相談）

休　日▶�会社カレンダーによる
待　遇▶�各社保完備（時間による）、送迎有（JR恵

庭駅より）、交通費規定支給、車通勤可、送
迎有、制服貸与、有給休暇

勤務先▶�サンマルコ食品(株)恵庭工場�
（恵庭市戸磯201-12）

◆�パック詰めされた商品を箱詰めする�
包装作業

〒061-1405�恵庭市戸磯201-12
サンマルコ食品株式会社

恵庭工場

★ 難しい作業はありません。 
誰にでも出来るお仕事なので、ご安心ください！

◆�芋を蒸す、蒸しあがった芋に具材を�
混ぜる、パン粉をつける作業

◆�ベルトコンベアに流れてきた�
冷凍コロッケを専用の容器に詰める作業

急募
短期

募
集

恵庭 パ 食品製造

〒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☎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

仕　事▶�新千歳空港近くのパーキング店で店舗⇔空港間のお客様の送迎を
していただくお仕事です。（マイクロバス乗員20名程度の運転）

資　格▶�大型もしくは中型限定解除免許�★年齢・性別不問！
時　間▶�早番/5:50〜13:50　遅番/13:50〜21:50�※各休憩75分
給　与▶ 正/月給150,000〜250,000円 ※応相談 

ア/ 時給900円〜 ※面接時に希望時給を申告してください。 
※経験･能力を考慮した上で決定いたします。

休　日▶��正/シフト制�
ア/週1日〜�※平日のみ･土日のみOK

待　遇▶�車通勤可、制服貸与、残業手当、各種研修制度有�
※各種社会保険は勤務時間により法定通り支給

勤務先▶苫小牧市美沢185-31（新千歳空港から車で約3分）

送迎ドライバー急募‼︎
「あなたに合ったお仕事、ココにあります！」
● 自動精算機導入で、ドライバーが 

精算業務や受付業務をすることはありません！
● バス内には利用案内の動画が流れているので

ドライバーが案内する必要はありません!! 
接客が苦手な人でもご安心ください。

事前申告で
希望日休みOK

有給取得率
ほぼ100％

★まずはお気軽にお電話ください！

080-2860-0248 担当/野田【履歴書応募先】〒053-0054�苫小牧市明野新町2-23-23�㈱�I.D.M.ノースランド
新千歳空港イツモパーキング 書類選考なし 応募者全員面談 面接１回のみ

未経験者
大歓迎‼︎

苫小牧 正 ア 送迎ドライバー

☎0123-35-5880 担当/山口
受付/10〜14時

株式会社アレフ 北海道工場

あなたのヤル気ヤル気を生かせる環境です‼︎

恵庭市北柏木町
3丁目160-1

勤　務▶�週1〜5日�※時間帯は上記範囲で応相談
給　与▶�時給930円  

※3〜8時は時給1,163円
待　遇▶�交通費補助有、車通勤可（P有)、�

制服貸与

共
通
項
目

時　間▶3:00〜9:00
◆ハンバーグ製造

時　間▶�3:00〜9:00、�
12:00〜21:00

◆ピッキング・仕分け

アレフのお店で使える20%割引券がもらえます!

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡

いろいろなことにいろいろなことに
チャレンジしたいチャレンジしたい
意欲的な方歓迎♪意欲的な方歓迎♪

恵庭 パ ピッキング・仕分け、製造


