
2022年1月7日（金）ちゃんと 8

【安平町早来】洋菓子製造/長期
仕　事▶ ①生地・クリーム製造  

②ライン・梱包・入出荷作業
時　間▶ ①7:00～16:00 ②8:30～17:30
給　与▶ ①時給1,150円 ②時給1,000円
休　日▶週休2日 ※希望休相談可

【千歳市】チョコレート製造/即日～2月上旬
時　間▶8:30～17:30、12:00～21:00
給　与▶時給950円
休　日▶土日

㈱トーティック 千歳市信濃4丁目8-13札幌事業所
■一般労働派遣事業（派01-300501）
☎0123-25-8775応募 【受付/8:30～18:00】採用係

★ そのほか、自動車部品製造、精肉加工など 
オシゴトいろいろあります。

日払い
週払い
OK

《共通項目》
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、日払い・週払い可（規定有）

❷は
送迎有

千歳・安平 派 チョコレート製造、洋菓子製造

仕　事▶ 電話受付・来客対応・清掃や請求書の 
作成・会計ソフトの入力、銀行・郵便局 
などの外回り

資　格▶簿記3級程度、経験者優遇、要普免
給　与▶時給950円
時　間▶9:00～15:00（実働5h）　※応相談
休　日▶土日祝、その他
待　遇▶ 雇用保険、昇給・賞与有（業績により）、 

交通費規定支給、車通勤可
電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

千歳市根志越189-79有限会社 流星工業
☎0123-26-5108担当/イデタ

受付時間/8:00～18:00

経理事務員募 
集

千歳 パ 経理事務

仕　事▶ フロント業務、客室清掃
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給889円  

※22時以降/時給1,111円
時　間▶ ①9:00～13:00 

②20:00～24:00 ※シフト制
勤　務▶ 週3～4日
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可

恵庭市恵南24番地398 ホテルアーデン恵庭

まずはお電話ください。面接時履歴書不要です。
（15時以降にご連絡お願いします。）

☎0123-33-2982 担当/金谷

空いた日に働きませんか？
勤務日は相談の上決定します。
予定のない日を有効活用♪

未経験者
歓迎!!

恵庭 ア パ フロント・客室清掃

資　格▶ 普通自動車免許、介護福祉士又は介護職員初任者
研修修了（旧ヘルパー2級）以上

給　与▶ 週5日勤務/時給1,260円～ 
週4日勤務/時給1,200円～ 
※いずれも処遇改善手当を含む 
★業績により年1回一時金を支給 ★昇給制度あり

時　間▶規定による
勤　務▶ 週４～5日（応相談） ※シフト制
待　遇▶ 介護福祉士手当、通勤・車両借上手当、 

社保加入可能（時間数による） ※希望者のみ

★有給を取得しやすい！
★未経験者でも安心!!同行いたします♪
ご自宅を訪問し､買い物･掃除･移動等を行うお仕事です。

〒061-1446　恵庭市末広町125番地1

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

ホームヘルパー募集!

時間相談
できます♪

担当/笹川まずはお電話ください。☎0123-33-1120

恵庭 パ 訪問介護員

勤務先▶JR新千歳空港駅、JR南千歳駅
仕　事▶ 駅舎内全般の清掃 

（男女・バリアフリートイレ含む）、ゴミの収集・分別、他
時　間▶ ①8:50～12:50（実働4h） 

②12:50～19:50（実働6h、休憩1h） 
③8:50～16:50（実働7h、休憩1h） 
※①～③シフト制

給　与▶ 時給895円 ※試用期間3ヶ月有（同条件）
勤　務▶4週6休 ※シフト制、応相談
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇、交通費規定支給、制服貸与
お電話の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。担当/安藤

北海道クリーン・システム㈱ 札幌鉄道支店 空港営業所
千歳市美々JR新千歳空港駅舎内■JR北海道グループ

☎0123-45-7160 080-2877-3015

駅舎清掃スタッフ
募集!★女性活躍中!

千歳 パ 清掃

仕　事▶ 廃棄物･資源物の回収等 
（塵芥収集車･4tトラック運転手、他）

資　格▶ 普通自動車免許、中型・大型自動車免許あれば尚可
時　間▶ 7:30～16:30(実働5～8h程度)
勤　務▶シフト制
給　与▶ 月155,000～174,000円  

※取得している免許による
待　遇▶ 各社保完備（勤務状況による）、交通費規定支給、 

暖房手当（9月～翌3月）、年末手当、免許取得制度有
勤務先▶ 千歳市内

〒066-0067　千歳市桂木3丁目9-26

担当/髙橋☎0123-27-7244
有限会社 協成ワーク

退職金制度、傷害保険、生命保険等
福利厚生充実!!

応募

千歳 正 廃棄物・資源物回収等

異業種からの
転職も歓迎!

安心して
働けます♪

株式会社道央環境センター 恵庭市本町27番地

☎0123-34-0740応 募

給　与▶ 時給900円
時　間▶ 8:00～12:00
勤　務▶月～金の間で週4～5日

◆清掃 《パート》
◉サッポロビール工場

給　与▶時給930円
時　間▶18:00～22:00　
勤　務▶週3日～OK（シフト制）
休　日▶土日祝

◆清掃（手術室） 《パート》
◉我汝会えにわ病院

待　遇▶ 社保完備（勤務時間による）、 
賞与年2回、制服貸与、交通費規
定支給、車通勤可、有給休暇有

共通 
項目

給　与▶ 時給930円
時　間▶ 5:00～19:30の間で実働4～8h
勤　務▶シフト制 ※応相談

◆厨房（調理補助） 《フルタイム/パート》
◉我汝会えにわ病院 フルタイム・扶養範囲内

選択可

恵庭 パ 清掃、調理補助

★千歳・恵庭から車で20～30分程度、静かな道で快適通勤♪

食品製造補助作業員《契約社員》
仕　事▶ 原材料の前処理、製造機械・器具の洗浄、 

包装作業等。
資　格▶ 未経験者歓迎、車通勤できる方
給　与▶ 時給1,050円～　※試用期間3ヶ月
時　間▶ 9:00～17:30　※実働7.5h 

※業務により遅番の場合有
休　日▶ 土日祝、他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、 

無料駐車場有、作業服貸与、有給休暇

まずはお電話ください。

☎0145-22-3452 担当/佐々木

勇払郡安平町早来富岡254-6 
東海物産㈱北海道工場
■調味料探究会社

安平 契 製造補助作業

長期でしっかり
　　稼げる!

職場見学OKです! 製造
補助
作業員募集!

笑
顔
が
あ
ふ
れ
る
♪

グループホーム 北のくにから
〒061-1353　恵庭市島松本町4丁目8-25

㈲セカンドライフ

☎0123-37-2985まずはお電話ください。
担当/小野瀬

20代～60代
みんな大活躍中!

働き方について、
遠慮なくご相談ください！

Wワークや
夜勤のみも
OK

◆介護スタッフ
仕　事▶ 入居者様の生活のお手伝い ※残業ほぼなし
資　格▶ 不問、未経験の方大歓迎、 

マンツーマンで指導させていただきます。
給　与▶ 時給900円～ ※試用期間/時給890円
時　間▶ ①7:00～16:00 ②8:30～17:30　 

③10:30～19:30 
④17:00～翌9:00（夜勤/月4～5回有） 
※①～④選択可（シフト制） ※休み希望は応相談

勤　務▶ 週2～5日 ※日数応相談
待　遇▶ 各社保完備、資格手当（試用期間後）、車通勤可、交通費

（月25,000円迄）実費支給、夜勤手当1回5,000円、 
処遇改善手当年3回別途支給、正職員登用制度有

恵庭 ア パ 介護

丁寧指導で未経験の方も安心!!

千歳カントリークラブ

千歳カントリークラブ
〒066-0005 千歳市協和814

http://www.chitosecc.jp/

　スタート［期間社員］
◆スタート業務
時　間▶ 5:30～18:30の間で実働8h
給　与▶ 時給1,000円～
休　日▶ 月8～9日

　コース管理［期間社員・パート］
◆コース整備
時　間▶ 5:00～17:00の間で実働8h
給　与▶ 経験者/時給1,100円～ 

未経験者/時給1,000円～
休　日▶ 月6～8日

　ゴルフ場幹部候補［契約社員］
時　間▶5:00～19:00の間で実働8h
給　与▶ 月22～28万円 ※当社規定による
休　日▶ 月8日 ※年間休日111日

スタッフ募集
2022年度

千歳・安平・長沼から車通勤 JR千歳駅から車で30分程度、安平町・長沼町から車で15分程度

期　間▶2022年4月1日～11月30日
　　　　※契約社員は1年毎の契約（更新有）
勤　務▶ シフト制
資　格▶ 年齢不問、未経験者歓迎、経験者優遇、 

車通勤できる方
待　遇▶ 各種社会保険完備、制服貸与、 

車通勤可（交通費規定支給）

共
通
項
目

☎0123-21-2301
電話連絡の上、写真付履歴書をご用意ください。委細面談にて。

※ 1月6日から 
受け付けます。

　レストラン［期間社員］
◆調理師
時　間▶7:00～17:00の間で週40h
給　与▶ 時給1,300～1,500円
休　日▶ 月5～7日

　フロント［期間社員］
◆フロント業務
時　間▶5:30～18:00の間で実働4～8h
給　与▶ 時給1,000円～
休　日▶ 月8～9日

千歳 契 運営幹部候補期 スタート、レストラン、フロント期 パ コース管理

【スーパー】常温でも保存ができ、日持ちする商
品。酒、乾物、調味料、ペットボトル飲料、菓子等。

ドライ

知ってるようで、
 知らない

Qua ity & Discount 恵庭市黄金南
6丁目10番地4

まずはお電話でお問い合わせください。
後日面接日をご相談させていただきます。 

担当/採用係☎39-5555

◆レジ《学生歓迎》
時　間▶ ①16:00～21:00 
　　　　②17:00～22:00
◆惣菜
時　間▶ 8:00～13:00

《共通項目》
給　与▶ 時給899～924円（学生/時給889円～）
勤　務▶ 日数・休日応相談
待　遇▶ 有給休暇、制服貸与、雇用保険、交通費規定支給

日数・休日
応相談！ 

恵庭 ア パ レジ、惣菜

待　遇▶交通費規定支給、制服貸与、社保完備、雇用保険、有給休暇、期末手当共通項目

資　格▶ 看護師免許
時　間▶ a.3交替制/①16:30～翌1:00 ②0:30～9:00 

b.2交替制/③16:30～翌9:00
給　与▶ 月164,720～173,120円 　 

※特殊勤務手当別途支給 3,100～7,300円/1回
休　日▶シフト制

❷ 夜間専従看護師(パートタイム)
仕　事▶ 外来・病棟・手術室などにおける看護業務 

※経験により配属先を考慮します。

時　間▶ 8:30～17:00　※実働7h

給　与▶ 月185,974～195,458円

休　日▶土日祝

❶ 看護師(パートタイム)

院内保育所利用可能!

採用日 随時

［応募］まずはお気軽にお電話ください。 履歴書（市指定用紙）は当院のHPから取得できます。
市立千歳市民病院
千歳市北光2丁目1-1 ☎24-3000

内線8232
総務課総務係https://chitose-shimin-hospital.jp/

（資格･免許が必要な職種については、 資格証明書等のコピーが必要です。）

看護師
募集

市立千歳市民病院
千歳 パ 看護師、夜間専従看護師

◆ クリーンコーポレーションでは、スタッフの皆様が長く働けるように様々な改善に取り組んでいます。

札幌市中央区南22条西6丁目2-25 エムズ南22条 第3ビル4階
㈱クリーンコーポレーション総合ビル管理･労働者派遣事業

(派01-300248)まずはお電話ください。面接は勤務先で行います。

0120-147-551《受付》平日9:00～18:00

【勤務先】新千歳空港国際線ターミナルビル

仕　事▶千歳市内⇆空港間のスタッフの送迎、共用部ロビー・事務所内の清掃
資　格▶未経験者可、要普通自動車免許
時　間▶21:00～翌4:00　　　　　勤　務▶月20日程度
給　与▶ 12:00～22:00/時給1,100円　22:00～翌4:00/時給1,375円（深夜割増含む)

月収例 （時給1,100円×1時間＋時給1,350円×6時間）×月20日勤務＝月収184,000円

★ 男性活躍中　★車通勤可　★普通免許でOK

高時給で
効率よく
収入GET！

【勤務先】ポルトムインターナショナル北海道

仕　事▶ホテル内共用部（ホール・廊下・浴場）の清掃
資　格▶ 経験不問、主婦（夫)・フリーター歓迎、20歳以上（喫煙場所での勤務があるため)
時　間▶16:00～20:00　　　　　勤　務▶月15～22日程度
給　与▶時給1,100円～

①ホテル内清掃

月収例 時給1,100円×4時間×月15日勤務＝月収66,000円

★ 新千歳空港直結　★車通勤可

入社祝い金
3万円支給

【勤務先】新千歳空港シアター

仕　事▶映画館内（ホール・共用通路・トイレ・事務所等)の清掃
資　格▶年齢不問、未経験者・ブランクOK
時　間▶5:00～7:30　　　　　勤　務▶月20日程度
給　与▶時給1,200円

月収例 時給1,200円×2.5時間×月20日勤務＝月収60,000円

★ WワークOK　★車通勤できる方　★未経験者歓迎

《共通項目》　待　遇▶交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

仕　事▶スタッフの送迎、送迎後は大浴場の清掃（浴槽・洗い場・脱衣所の清掃、シャンプー類の補充等）
資　格▶ 未経験者歓迎・経験者歓迎、要普通免許、大型自動車一種免許保持者優遇
時　間▶7:30～16:30　　　　　勤　務▶月10～22日程度
給　与▶月給制/月20万円　日給制/1日8,000円

②送迎ドライバー・大浴場清掃

●映画館内清掃

●送迎ドライバー・清掃

★ 月給制・日給制選べます　★車通勤可　★ブランクOK

月給制

日給制

月22日程度の勤務で月給200,000円しっかり働きたい方は

Wワークで無理なく働きたい方は 月10日程度の勤務で日給8,000円

早朝なので
人込みでの
作業なし！

千歳 ア パ 清掃スタッフ、送迎･清掃スタッフ


