
2022年1月21日（金）ちゃんと 10

《パート》機内食調理スタッフ

(株)ホテルニュー王子 機内食事業部
千歳市美々 新千歳空港 ケータリングビル内

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。詳細は面談にて。
【受付】平日10〜17時
【担当】わたなべ・のはら☎46-5983

仕　事▶ ホテルニュー王子機内食事業部  
調理課内での調理・セット業務 
※配属部門は面接後に決定

時　間▶ 5:00〜21:00の間で実働8h（休憩1h）
休　日▶週休2日 ※シフト制
給　与▶時給900円
待　遇▶ 福利厚生、交通費規定支給、 

従業員駐車場有（1,500円/月）、 
従業員食堂有（230円/食）

千歳 パ 機内食調理スタッフ

岩内郡岩内町字大浜476-18 

担当/採用係

まずはお電話ください。面接は千歳で行います。

☎0135-67-7477

仕　事▶ コーヒー豆を機械へ投入し挽く作業や挽い
た豆の計測作業などを行います。他、飲料水
の検査に伴う作業などを行います。

資　格▶ 学歴・経験・資格不問・18歳以上
時　間▶ 8:30〜17:30 ※時差出勤有 

※残業有、月20h程度
勤　務▶ 月16日程度（年間平均）
休　日▶ 土日祝、他平日1日 

（状況により土日祝出勤の可能性有）
給　与▶ 時給1,000円
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、残業手当
勤務先▶千歳市北信濃864-1

㈱アイ・コネクション

工場内作業
スタッフ
欠員募集!!
勤務時間・日数  相談に応じます!!

千歳 ア 工場内作業

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

勤務日は相談の上決定。週休2日制も相談可！

タクシードライバー募集

担当/古瀬☎22-0866
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許
時　間▶ 日勤:例/5:00〜16:00　 

★5〜8時の間に出勤し、 
　帰庫は出庫から10時間半後 
夜勤:例/18:00〜翌5:00 　 
★ 18〜20時の間に出勤し、 

帰庫は出庫から10時間半後
勤　務▶4勤1休
給　与▶�完全歩合制　�

※入社後1年間は給与保証有(当社規定による）�
　日勤/月210,000円～　夜勤/月250,000円～

待　遇▶  各社保完備、入社祝金制度（10万円/規定有）、 
制服貸与、退職金制度、車通勤可（駐車場完備）

千歳 嘱 タクシー乗務員

4勤1休4勤1休！！

さわやか無線センター

しっかり稼げる!しっかり稼げる!

★二種免許取得養成制度有!★二種免許取得養成制度有!
★異業種からの転職者も歓迎します!★異業種からの転職者も歓迎します!

恵庭 正 介護福祉士（定期巡回・夜間対応における介護職）

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

千歳市北陽1丁目2-1フードD365千歳店
担当/加々谷☎27-5370

給　与▶ 時給899円（学生/時給889円～）
勤　務▶週3〜4日
待　遇▶ 雇用保険（勤務時間により加入）、 

有給休暇有、制服貸与

共
通
項
目

Qua ity & Discount

勤務日数・休日応相談!!
学生アルバイト歓迎!

◆レジ◆レジ

◆精肉◆精肉

◆生鮮（寿司）◆生鮮（寿司）

時　間▶ ①13:00〜17:00 ②17:00〜21:00 ※選択可

時　間▶ ①8:00〜13:00 ②12:00〜17:00 ※選択可

時　間▶ 8:00〜13:00

千歳 ア パ 店内業務

清掃兼受付
スタッフ募集‼︎

増員

(株)東洋実業�千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20 第12ふじやビル4F

☎22-5280 採用係

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

給　与▶ 時給889円　�
※�月収例/889円×7h×12日�
＝74,676円

時　間▶ 8:45〜17:15　※実働7h
勤　務▶ 月12日（シフト制） 

※友引、元日はお休み
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、 

車通勤可（車通勤の方が通いやすい 
場所にあります。）

勤務先▶千歳市葬斎場/千歳市根志越1365

 主に施設の日常清掃、他、ペットの 
火葬受付やご遺族様への案内業務

千歳 パ 清掃、受付

2022年度
施設管理
ポーター

コース管理

まずはお気軽にお電話ください。
担当/佐藤

☎0123-21-2111〒066-0005　千歳市協和1392番地
新千歳カントリークラブ
全国146コースを運営するPGMグループです。

《共通項目》
期　間▶ 2022年4月1日〜11月下旬
資　格▶18歳以上、車通勤できる方
休　日▶ ［フルタイム］月6〜7日 

［パート］月12〜14日 
 ［アルバイト］月13〜15日

待　遇▶ 社保完備（フルタイムのみ）、 
交通費規定支給、有給休暇制度、社員食堂
有、PGMグループゴルフプレー優待制度

仕　事▶クラブハウス内外、浴室の清掃他
給　与▶ 時給900円
時　間▶ ①7:30〜15:30 （休憩1h） 

②9:00〜17:00 （休憩1h）

◆施設管理（アルバイト）

仕　事▶ゴルフバッグの積込み・積降ろし
給　与▶ 時給890円
時　間▶ ①6:00〜15:00 （休憩1h） 

②10:00〜19:00 （休憩1h）

◆ポーター（フルタイム・パート）

仕　事▶コース内の整備作業
給　与▶ 時給950～1,000円�※経験者優遇
時　間▶ 平日/6:00〜15:30 （休憩1.5h） 

土日祝/5:30〜15:00 （休憩1.5h）

◆コース管理（フルタイム）

勤務時間は季節により変動があります。
詳細は面接の際にお尋ねください。

千歳 パ コース管理、ポーターア 施設管理

スタッフスタッフ
募集募集

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

経理事務員経理事務員 募 募 
集集

千歳 パ 経理事務

清掃員募集!!清掃員募集!!新千歳空港の新千歳空港の
千歳市美々

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

資　格▶公共交通機関による通勤が出来る方
給　与▶  月給157,000～180,000円
時　間▶7:00〜16:00
休　日▶週休2日
待　遇▶ 社保完備、賞与有、退職金制度有、制服貸与、交通費規定支給
資　格▶公共交通機関による通勤が出来る方
給　与▶時給898円
時　間▶7:00〜11:00（実働4h）
休　日▶週休2日以上 ※応相談
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

正
社
員

パ
ー
ト

千歳 正 パ 清掃

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）

未経験者歓迎♪
資　格▶未経験者歓迎、自力通勤可能な方
時　間▶9:00〜17:00 ※残業の可能性有 
給　与▶ 時給1,000円�

※18時以降25%UP
勤　務▶月〜土 
休　日▶日・祝
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

9:00〜17:00給与保障、 
週払い可（規定有）

勤務先▶千歳市泉沢

ピッキング・搬入ピッキング・搬入
カップ麺の

スタッフ募集‼スタッフ募集‼

千歳市泉沢千歳市泉沢

千歳 派 ピッキング、搬入

【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（店長候補）/月給25万円～�
　※経験による�
　�（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!急募!

初心者初心者
歓迎歓迎

千歳 正 パ 店頭販売

グルメファッション

営業営業募集募集 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

応　募▶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

あなたのあなたの「好き！」「好き！」をを
活かしませんか？活かしませんか？

生活情報紙 「ちゃんと」 の営業スタッフを募集します。

エンタメビューティー

千歳・恵庭 正 営業

●コロナの影響を受けない安定した●コロナの影響を受けない安定した
モノづくりでお仕事始めませんかモノづくりでお仕事始めませんか

交通費規定支給、年2回報奨金支給、有給休暇制度有、各種社会保険制度有、車通勤可能共通待遇

八神（ハッシン）エモーション株式会社
札幌市清田区美しが丘1条1丁目2-7 面接は千歳市で 

行います。
【受付/月〜金　9：00〜18：00】
☎0120-084-842

仕　事▶製造機械の簡単操作もしくは検査作業
給　与▶ 時給1,100～1,220円（昇給有）�

※22時以降深夜割増有
時　間▶ (a)6:15〜14:30　(b)14:15〜22:30 

(c)22:15〜翌6:30　※いずれも実働7.25h
休　日▶週休2日　※シフト制

［派遣］半導体部品の製造補助

★寮費無料★社員登用実績有 ★無料送迎有

仕　事▶電子基板の製造に関わる軽作業
給　与▶ 月収25万円～
時　間▶ (a)8:30〜17:00 

(b)20:30〜翌5:00 
※いずれも実働7.25h

勤　務▶5勤2休もしくは4勤2休

［派遣］電子基盤の製造補助
★月収25万円以上可能★駅近徒歩10分 ★収入安定

千歳 派 製造・検査
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