
2022年1月14日（金） ちゃんと13

札幌市北区北7条西1丁目2-6■ビルメンテナンス業

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
千歳にて面接を実施します。 担当/熊谷

☎011-707-5228
協和総合管理㈱ 札幌支社

資　格▶①清掃員経験者尚可　②未経験者歓迎
給　与▶ ①時給950円～　②時給889円～
時　間▶ ①8:30～15:15（実働6h） ※多少残業あり 

②10:00～14:00（実働3.5h） ※残業なし
休　日▶ ①週休2日制　
勤　務▶②週3～4日程度（休みはほぼ希望通り）
待　遇▶ 交通費規定支給、社保完備、 

制服貸与、有給休暇
勤務先▶千歳市幸町5丁目6-1

ホテルの❶清掃責任者 ❷共用部清掃

車通勤OK

千歳 パ 清掃責任者、共用部清掃

㈱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

車通勤OK

0120-442-105

★福利厚生充実!
★日数希望相談OK!
★早朝4～5時は　
　給与25％割増

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

時　間▶ シフト制（実働8h） 
早番/4:00～13:30   
遅番/9:00～18:30

給　与▶ 月給230,000～245,000円

①調理師［契約］

調理師

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1,200円～

②調理師［8hパート］

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～

③厨房作業補助［8hパート］

厨房作業補助

時　間▶ 4:00～18:30（実働4h、選択可）
給　与▶ 時給1,000円

④厨房作業補助［4hパート］

仕　事▶ ①②調理・配食・切菜・炊飯・洗い物等厨房業務全般 ③④配食・切菜・洗い物等厨房業務
資　格▶ ①②調理師免許 ※大量調理等経験者優遇
休　日▶ ①②③月平均8日 ④月平均10日
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

共
通
項
目

千歳 契 パ 調理師パ 厨房作業補助 千歳・その他 派 ①セラミック電子部品の製造②プラスチック管の製造補助･出荷③設備保全業務

1,100円時
給

一般労働者派遣事業（派01-300285）
千歳市東雲町
1丁目9-6㈱マグナクルー

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

★随時面接致します。
【月～金曜】9～18時0120-357-337

080-5729-7602 （土・日曜、祝日）

［恵庭市戸磯］電子機器の部品製造 ★増員募集
仕　事▶ プリント配線基板検査・製造業務。素材の穴あ

けや、切断等、機械を使用した作業が中心です。
重労働はありません。

期　間▶ 即日～長期　　
資　格▶ 未経験者歓迎、資格不問
給　与▶ 時給1,100円 

※22時以降深夜割増（時給1,375円）
時　間▶ 8:30～17:00、20:30～翌5:00 

※シフト制
勤　務▶ 4勤2休または5勤2休（会社カレンダーによる）
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、無料P有、各社保完備

★もくもくと軽作業ができる!
★しっかり稼ぎたい方にオススメ!
★未経験者歓迎！

長期安定!

恵庭 派 部品製造

◆内職スタッフ【委託】
仕　事▶箱作り、その他の内職（委託）
時　間▶ お好きな時間
給　与▶出来高制（0.5～3.5円/個）
資　格▶商材受け取り及び納入できる方

有限会社 サポート・インダストリー千歳市富士
1丁目1-5

まずはお気軽にお電話ください。 担当/採用係
090-3393-5574応募

お好きな時間に自宅で作業！

内職スタッフ
募集!!

お気軽にお電話ください !!

千歳 委 内職スタッフ

資　格▶ パソコンの基本的な操作ができる方
給　与▶ 月給18万円～　※能力に応じてアップ有 

（試用期間3ヶ月/時給980円）
時　間▶ 9:00～18:00
休　日▶ 土日祝 
待　遇▶ 雇用保険、労災保険、車通勤可、交通費規定支給、社保有

楽天市場・Yahoo!ストア・Amazonなどの
ネットショップの受注業務。主に取引先と
の電話対応他、パソコン操作、eメール対応

仕
事
内
容

株式会社
アドバンス

恵庭市恵み野北3丁目1-1 
恵庭RBPセンタービルE206
http://www.ec-advance.jp

☎21-8891【受付/10～16時】 担当/末岡応募

正社員募集!!
ネットショップ･プログラミングに興味が
ある方にオススメ！お仕事しながら学べます！

短時間パート
同時募集 時給930円

恵庭 正 受注業務

【製造】空気中の細かいほこりなどを除去した環
境の作業室。ほこりや髪の毛が混入しないよう
に、クリーンスーツを着用して作業する。出入口
にはエアシャワーを設置し、外部のほこりなどが
入り込まないように配慮されている。

クリーン
ルーム

知ってるようで、
 知らない

 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

◆介護職員/正社員・パート
仕　事▶ 入居者･認知症高齢者の生活介護全般
給　与▶ 正/月給202,000～212,388円 

　 ※経験・年齢・資格による  
　 ※賞与、夜勤手当1回5,000円（月5回）、処遇改善手当を含む 
パ/時給890～920円

時　間▶ 正/［日勤］8:30～17:30  ［早出］6:30～15:30 
　  ［夜勤］15:30～翌9:30 ※利用者状況により遅番有 
パ/応相談

勤　務▶ 4週8休 ★年3日特別休暇有

◆調理員/パ
仕　事▶ デイホームでの昼の食事調理
給　与▶ 時給890～920円　時　間▶ 8:00～14:00

待　遇▶ 昇給有、賞与有、交通費規定支給、車通勤可
資　格▶ 未経験歓迎・無資格もOK 

★えみな介護職員養成講座で初任者研修受講可 
  （約半額の還付金制度有）

勤務先▶ グループホームえみな ゆうまいの家 
（千歳市勇舞7丁目10-12）、 
小規模多機能ホーム エルムの家 
ヘルパーステーションえみな 
（千歳市長都駅前5丁目1-10）、 
デイハウスえみな（通所介護） 
（千歳市勇舞1丁目2-2）

共
通
項
目

★ 未経験者多数勤務しています！ ★勤務開始日応相談

千歳市勇舞1丁目2-2

まずはお気軽にお電話ください。担当/糸田

㈱えみな
（えみな うらら家

か

）

株
式
会
社
え
み
な
は「
心
に
寄
り
添
う
介
護
」の
提
供
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

※夜勤明けの次回勤務は47～71h後となります。 働きながら えみな介護職員養成講座で
初任者研修受講できます♬資格がない方でも

080-3447-5510

年末年始
手当支給

◆夜勤専任/パート
安心出来るよう、ペアー指導で覚えて頂きます。
仕　事▶ 入居高齢者の見守り、生活支援、夕食、朝食提供
給　与▶ 1勤務19,240～20,040円
時　間▶ 15:30～翌9:30
勤　務▶ 週1～2回 ※回数、時間応相談

Wワーク
OK

千歳 正 介護職員パ 介護職員、調理員

【HP】https://www.marukoendh.com/
千歳市美々 新千歳空港ターミナルビル内

担当/越智☎0123-46-5843

給　与▶ 正/月給20万円 
　 ※試用期間有/同条件 
　 （固定残業代4万円含む） 
パ/時給1,050円～  
　 ※試用期間有/時給950円 
　 ★経験により優遇します。

時　間▶ 7:30～20:00 ※実働8h 
（ 現在は時短営業中のため、 
8:00～18:00）

休　日▶ 月7～8日
待　遇▶ 各社保完備（勤務による）、交通費規定支給、 

制服貸与、パートは正社員登用制度有

港町市場 新千歳空港店

店頭販売スタッフ募集

 電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

急募!

★幹部候補も同時募集
【給与】月給25万円～（経験年数による） ※試用期間有

初心者
歓迎

千歳 正 パ 店頭販売

向陽台店

時　間▶ ①8:00～12:00 ②12:00～16:00 
※①②シフト制 ※要相談

農産　1名パート

時　間▶ ①9:00～13:00 ②12:00～16:00 
※①②シフト制 ※要相談

レジ　1名パート

《パート共通項目》
給　与▶ 時給914円  

※試採用期間3ヶ月/時給889円～ 
★日曜・祝日は時給+30円

勤　務▶週5日 
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、有給休暇、共済会

向陽台店千歳市白樺2-3

☎28-3511応募 担当/安田

時　間▶ 17:00～21:00 ※要相談
給　与▶時給889円～
勤　務▶週3～5日
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、有給休暇

レジ・品出し・清掃　3名夜間アルバイト

学生さん
大歓迎

千歳 ア レジ兼品出し、清掃パ 農産、レジ

★ 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！

配布員 募集
みどり台北1・2丁目
みどり台南2丁目
長都駅前1・4丁目
北光5・6丁目
北陽2・3・8丁目
稲穂2・4丁目
清流5丁目
住吉3丁目

信濃2・3・4丁目
栄町1・4・6丁目
錦町1・2・3・4丁目
真々地1丁目
白樺3丁目

千
歳
市

島松仲町3丁目
島松寿町1丁目
恵み野東5丁目
恵み野南2丁目
恵み野西6丁目
中島町4・6丁目
黄金南1・2・4丁目
黄金北3・4丁目
北柏木町1丁目
有明町3・5・6丁目
大町1・2丁目
桜町1・3丁目
和光町2丁目

恵
庭
市

千歳・恵庭 委 ポスティングスタッフパ 業務スタッフ

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行 ☎0123-27-0911応募
千歳市北斗4丁目13番20号

「生活情報紙 ちゃんと」の
配布員さんの自宅に
荷物を届ける仕事です。

配達員
水曜日
だけ！ 週1日

（班長さん）
募
集

仕　事▶ 「生活情報紙ちゃんと」の配布員
さんの自宅に荷物を届ける仕事
です。

資　格▶ 大きめの車をお持ちの方
給　与▶ 月11,000円程度 

（配達件数による）
時　間▶ 毎週水曜日の2～3h程度 

（担当軒数による）

【募集地域】 
千歳市 

北陽・長都駅前 
桜木方面

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）

あ
り
‼皆勤賞

1ヶ月休まず
がんばろう！

年齢不問 短期OK

自分の
ペースで
仕事が
出来るよ！


