
2022年1月7日（金）ちゃんと 12

★ 扶養内勤務もOK‼
★フリーターも歓迎‼
★ ランチのみ、ディナーのみ等、シフトは応相談！
給　与▶  時給900円～ ※高校生/時給889円～ 

※試用期間1～3ヶ月有/時給889円
時　間▶ 10:30～20:30の間でシフト制 

例）11:00～14:00、17:00～20:00等
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

☎46-2221応募

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

担当/さいとう

ホール・キッチン
スタッフ募集

千歳 ア ホール、キッチン

学校給食配送
ドライバー募集!!

仕　事▶ 恵庭市内の中学校へ給食コンテナの配送と回収業務
資　格▶中型自動車免許(8t限定不可）
時　間▶ 9:00～15:00の間で5h程度
休　日▶ 土日祝、他（学校の休み期間等） 

※年間184日程度の勤務です。
給　与▶日給5,000円
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場有） 

★道内大型ドライバーも同時募集!
まずはお気軽にお電話ください！

テーオー運輸株式会社
☎0123-32-1111 担当/世永 

　　 （よなが）

恵庭市北柏木町3丁目74-1 〒061-1433

恵庭 パ 学校給食配送ドライバー

 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

170,000円月
給

以上!!

千歳 契 施設警備

  ◆勤務先

北広島市北進町1丁目2-2 北広島ターミナルビル4F

【受付/8:40～17:20】
担当/山川

まずはお気軽にお電話ください。HPからの応募も可。

☎011-372-0073

(株)北海道中央牧場千歳農場
勇払郡安平町早来富岡160番地

hokkaido-chuobokujo.com 

◆豚の生産農場での補助作業（パート）

◆豚の生産農場での管理業務（正社員）

資　格▶大型特殊免許を持っている方
給　与▶ 時給889円～
時　間▶ 8:00～17:00(実働7時間40分） 

※勤務時間応相談
休　日▶ シフト制、年間102日
待　遇▶ 交通費支給（上限有）、各社保完備、 

制服貸与

資　格▶普通免許を持っている方、高卒以上
給　与▶ 月165,000～250,000円
時　間▶ 8:00～17:00(実働7時間40分）
休　日▶ シフト制、年間102日
待　遇▶ 交通費支給（上限有）、各社保完備、 

昇給有（年1回）、賞与有（年2回）、制服貸与

安心･安全は夢の大地から
　北海道をめしあがれ♪

安平 正 パ 畜産業務

仕　事▶ 半導体チップの外観検査（顕微鏡使用）
給　与▶ 時給889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

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

女性が
活躍中の 
職場です♪

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。

未経験者歓迎‼
ほとんどの方が未経験から始めています★

半導体チップの

外観検査
スタッフ
募集‼

恵庭 パ 検査

仕　事▶ 製造装置の操作や検査等の軽作業
時　間▶   ①8:30～17:00 ②20:30～翌5:00 ※状況による
勤　務▶ 5勤2休もしくは4勤2休 ※シフト制
給　与▶  時給1,100円～
期　間▶ 3ヶ月更新（長期）
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通勤可（駐車場完備）、 

社員登用有

恵庭市戸磯【派遣】プリント配線基盤製造・検査
★入社祝金3万円支給（規定有）

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）

0120-095-350
まずはお気軽にお電話ください。

当社HPお問合せフォームからも応募できます。

https://speed-hokkaido.jp/
仕　事▶ 物流設備の点検・修繕工作
資　格▶経験不問
時　間▶ 9:00～18:00（週40h相当）  

※シフト制（勤務時間変動有）
休　日▶ 週休2日 ※シフト制
給　与▶ 月給19～40万円（経験等による）
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可（駐車場完備）

江別市【契約】物流設備の点検・修繕工作

正社員
登用
制度有

時給1,100円～
月給19～40万円

【派遣】プリント配線基盤製造･検査
長期安定!

【契約】物流設備の点検･修繕工作
経験不問!

恵庭・その他 契 点検・修繕工作派 製造・検査

《勤務》2022年 3～7月（9月までの延長OK）

時　間▶ (a)8:00～17:00（フルタイム） 
(b)9:00～15:00（1日5h以上） 
(c)9:00～12:00 
※1日3h以上～で勤務時間ご相談ください。

給　与▶ (a)時給950円 (b)時給925円 (c)時給900円

❷ガーデンショップスタッフ

時　間▶ 8:00～17:00（フルタイム）
給　与▶ 時給1,000円
勤　務▶ 週5日 ※応相談
待　遇▶ 交通費規定支給

❸事務スタッフ（ガーデニング作業も行います。）

《①②共通項目》
勤　務▶ 週2日～応相談 ★平日のみ、土日のみもOK
待　遇▶ 交通費規定支給、時間外作業は25～60%割増 

❶ガーデニング作業（男性スタッフも活躍中）
時　間▶ (a)8:00～17:00（フルタイム） 

(b)9:00～15:00（1日5h以上） 
(c)9:00～12:00 
※1日3h以上～で勤務時間ご相談ください。

給　与▶ (a)時給950円 (b)時給925円 (c)時給900円

《勤務》2022年2～6月（9月までの延長OK）
3月からのスタートも選べます！

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
ご希望の面接日時をお知らせください。随時面接します。

☎36-8050【受付/月～金 9～17時】

http://www.sungarden-web.com/
株式会社サンガーデン 恵庭市西島松561-4

2022年度 スタッフ募集
サンガーデン株式会社

恵庭 ア パ ガーデニング作業、ガーデンショップスタッフ、事務スタッフ

時　間▶ 9:00～15:00、11:00～17:00
給　与▶時給900円

カフェスタッフ 同時募集‼
《勤務》2022年 3～8月 ★土日祝勤務できる方
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〒061-1395
恵庭市恵み野西2丁目3-5

社会医療法人 北晨会

恵み野病院
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-36-7555 受付/9～17時
担当/看護部長 佐藤

外来看護師 正
職
員

恵み野病院社会医療法人 北晨会

仕　事▶ 外来での看護業務全般
資　格▶ 看護師免許
時　間▶ 平日/8:40～17:15 

第1・3・5土曜/8:40～12:15 
※当直（16:45～翌9:00）月に2回程度有

給　与▶ 月217,500～316,000円 
（各種手当含む）+当直手当、残業手当

休　日▶ 日曜、祝日、第2・4土曜、他月に1日休み有
待　遇▶ 各社保完備、賞与年2回 

（昨年度実績3.95ヶ月分）、 
退職金制度（3年以上勤務者）、
通勤手当（上限45,000円）、 
昇給有、リフレッシュ休暇有、車通勤可

外来看護師地域の中核病院で働きませんか？

●日勤のみも相談可能!
●給与は職歴に応じて 
　決定します。

恵庭 正 外来看護師

24時間対応の
院内保育所有! 

子育て世代も安心して働けます。

仕　事▶ ホール業務、簡単な厨房業務、宅配業務
資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許（AT限定可）
給　与▶時給900円～　※昇給有
時　間▶  15:00～22:00　※応相談
勤　務▶ シフト制　※火曜日定休日
待　遇▶ 雇用・労災保険、車通勤可、制服貸与、まかない有

恵庭市漁町
179番地

まずはお電話のうえ、履歴書（写真不要）持参。

☎0123-34-8422
焼鳥ダイニング BONZO

業務拡大に向け

★将来独立したい!
★新しいことにチャレンジしたい!

意欲のある方大歓迎!

スタッフ増員募集!

担当/脇田繋がらない場合/

恵庭 ア パ ホールスタッフ

090-8900-0296

ホール･清掃スタッフ
募集

《給与》時給900円～ 
※日勤・夜勤等ご相談ください！

千歳市千代田町2-2-10

まずはお気軽にお電話ください。担当/金子

☎0123-24-2111
ホテルウィングインターナショナル千歳

未経験者
歓迎♪

★主婦（夫）歓迎！　★WワークOK！

仕　事▶ ホテル内レストランでのお客様のご案内や 
飲食の注文受け・配膳等

給　与▶ 時給900円～
時　間▶ 17:00～21:00または22:00 ※応相談

◆レストランホールスタッフ

資　格▶ 未経験者歓迎
勤　務▶ 週2日～OK ※平日のみ・土日のみの勤務可
待　遇▶ 各社保完備（勤務による)、交通費規定支給、車

通勤可（無料駐車場完備）、昇給有、正社員登用
制度有、制服貸与、ホールスタッフのみ賄い有

フロントスタッフも
同時募集！

◆客室清掃スタッフ  ★女性活躍中！
仕　事▶ 客室清掃・ベッドメイクなど 
給　与▶時給890円～
時　間▶9:30～15:00（実働5.5h）

共
通
項
目

千歳 パ ホールスタッフ、清掃スタッフ

あなたの「好き！」を
活かしませんか？

営業募集

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、隔週土曜日 ※月6～8日 
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

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。

☎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

生活情報紙 「ちゃんと」 の営業スタッフを募集します。

千歳・恵庭 正 営業

電話連絡の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。担当/田仲
☎0145-26-2800 【受付】平日 9:00～17:30

料理好きな女性に人気のお店！
一緒に働きませんか？

千歳市美々 新千歳空港国内線2Ｆゲート内
Green Pockets（北海道興農社）

仕　事▶ サンドイッチや惣菜パンの調理、盛り付け、食材の仕込み等。 
家庭料理の調理ができればOK！他、レジ打ち、品出し、ソフト
クリーム販売など。商品数が少なくシンプルなので、簡単です！

資　格▶ 未経験者・経験者共に歓迎
給　与▶ 時給920円～ 

※20:30以降は時給1,200円 
※試用期間（最大3ヶ月）/時給890円

時　間▶ 7:30～21:30の間で実働7.5h、休憩1h 
①7:30～16:00 ②10:00～18:30 ③13:00～21:30

休　日▶  月8～10日以上 ★希望に応じます！
待　遇▶ 各種社保完備、交通費規定支給、車通勤可（駐車場代補助有）、 

館内社員割引有、制服貸与、昇給有、有給休暇
勤務先▶ Green Pockets（新千歳空港国内線ゲート内）

キッチン・販売

★月収例/151,800円+交通費 
（時給920円×1日7.5h×月22日＋交通費）

◆感染症対策… 検温、除菌、アルコール消毒、マスク、手袋着用、 
健康管理のチェック（勤務時に表に記入します。）

未経験者
大歓迎!

スタッフ募集‼

家庭料理が
出来ればOK!

千歳 ア パ 調理、販売

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。【担当】田仲

仕　事▶ 牛乳・ソフトクリーム等の販売、接客、品出し、レジ打ちなど
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇、土日働ける方
給　与▶ 時給900円～ ※試用期間/時給890円
時　間▶ 7:30～16:00、10:00～18:30、 

12:00～20:30 ※いずれも実働7.5h
休　日▶  月8～10日（シフト制） ※勤務日・時間帯応相談
待　遇▶ 各種社保完備、交通費規定支給（月上限25,000円）、車通勤可（駐

車場代補助有）、館内社員割引有、制服貸与、昇給有、有給休暇
勤務先▶ Milk Stand 北海道興農社（新千歳空港国内線ターミナル2F）

Milk Stand 北海道興農社（北海道興農社）
千歳市美々 新千歳空港国内線ターミナルビル 2F

【Milk Stand 北海道興農社】
牛乳、飲むヨーグルト、カフェラテ、ソフトクリーム、 
ミルク系のお菓子を販売するミルク専門店です。

◆感染症対策… 検温、除菌、アルコール消毒、マスク、手袋着用、健康管理  
のチェック（勤務時に表に記入します。）

☎0145-26-2800【受付】平日 9:00～17:30

未経験者
歓迎！

販売スタッフ
新千歳空港内にあるミルク専門店♪ 
「フルタイムで働きたい！」

そんな女性に大人気のお店です★

千歳 ア パ 販売

時　間▶ 8:00～21:00の間で4h～ 
※冬季営業時間変更有

給　与▶ 時給890円～
資　格▶ 要普通自動車免許、未経験者歓迎、 

英会話できる方大歓迎 
※70歳定年雇用止め

勤　務▶週2日～
待　遇▶交通費全額支給、社保完備

【受付/9～18時】
担当/岩田・宮野☎27-4123応 募

千歳市柏台南2丁目2番5新千歳空港店

※勤務時間・勤務日数ご相談ください。
新千歳空港店カウンターでの受付業務

交通費全額支給!!
短期・長期どちらでも選択可能!!

未経験者
歓迎‼

千歳 パ 受付業務、清掃、構内移動


