
2022年3月18日（金） ちゃんと11

店内業務スタッフ募集♪
接客経験者大歓迎♪

恵庭農畜産物直売所 かのな 恵庭市南島松817-18
☎0123-36-2700☎0123-36-2700

電話連絡の上、面接いたします。担当/新保

資　格▶�土日・祝日勤務できる方歓迎
仕　事▶�販売レジ・接客、パッケージ詰め、�

PC入力業務等
給　与▶�時給890円
時　間▶�8:00～17:00（実働8h）�

※残業有
勤　務▶�週5日�※応相談
待　遇▶社保完備
勤務先▶�恵庭市南島松817-18�

（道と川の駅�花ロードえにわ敷地内）

女性が女性が
元気に元気に
活躍中!!活躍中!!

恵庭 パ 店内業務
親切･丁寧に指導いたしますので未経験者でも安心！

仕　事▶�館内及び、浴場の清掃等
資　格▶未経験者可、学生・年配の方も歓迎
時　間▶�7:30～11:00（実働3.5h）
休　日▶GW、年末年始
給　与▶時給920円
勤　務▶シフト制　※月15日程度、要相談
待　遇▶�労災保険、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可

学生・年配の方も学生・年配の方も
歓迎!歓迎!

未経験者未経験者
歓迎!歓迎!清掃員募集清掃員募集

日本管財サービス株式会社
〒066-0015　千歳市青葉8丁目3番1号

担当/高倉
☎24-0800電話連絡の上､写真付履歴書を�

お持ちください。

◆ 千歳基地厚生センター（男・女パート）

千歳 パ 清掃

仕　事▶��電話対応、書類チェック等事務作業
資　格▶�未経験者歓迎、簡単なPC入力できる方歓迎
給　与▶時給900円
時　間▶��9:00～15:00　※応相談�

【例/実働4h×4日、実働5h×3日】
勤　務▶�週3～4日　休　日▶�土日祝祝、他
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、�

子育て支援金有�
（小学校～高校生まで500～700円/1日)

勤務先▶�マリアージュインベルコ千歳支社　支社管理室�
（千歳市北信濃871-19�千歳シティーホール内）

お電話もしくは写真付履歴書をご郵送ください。

☎0123-26-1163
★�休館などで繋がらない場合は、�
080-4415-2765（採用担当部署直通）

千歳市錦町
4丁目9番地（株）マリアージュインベルコ千歳支社

事務スタッフ募集！

時間・日数応相談
★働きやすい時間帯!

｢子育て支援金｣あり!

（リアン平安閣）

千歳 パ 事務

履歴書（写真付）は「カリンバこどもクリニック応募」と�
ご記入の上、下記送付先へご郵送ください。

お問合わせはメールでお気軽に！

�karinbakodomo@gmail.com

恵庭市黄金南5-3-8

〒060-0063�札幌市中央区南3条西8丁目2-1�
SAKURA-S3�AA室�中居社会保険労務士事務所送付先

《共通項目》
時　間▶��月・火・木・金/8:30～18:00�

水・土/8:30～13:00�
（カンファレンス等の日は14:00まで）

休　日▶�日祝他、夏季休暇、年末年始
待　遇▶�厚生年金健保加入、車通勤可、有給休暇、交通費、�

業績・評価に応じ賞与・昇給有

★医療事務（パート）も同時募集! （時給950円～）

未経験の方もご応募ください!
仕　事▶�受付会計診療報酬請求、診療補助、�

院内環境整備（電子カルテ使用）
給　与▶�月給175,000円〜�

★別途交通費規定支給

◆医療事務（正職員）

仕　事▶�処置、診察介助、電子カルテ入力、院内環境整備
給　与▶�月給210,000円〜�

★業者介さず応募採用の方：特典あり

◆看護師（正･准/正職員）
★他職種事務、サービス業からの転職歓迎いたします。

恵庭 正 医療事務･看護師

仕　事▶�ゴルフコースの芝刈り、メンテナンス等
資　格▶経験・年齢・学歴不問、要普通免許
給　与▶日給7,400〜7,500円
時　間▶�5:30～14:30、6:00～14:30、5:30～8:00�

※シフト制　※休憩1.5h
勤　務▶�週5～6日　※シフト制
待　遇▶�各社保完備、作業服貸与、�

交通費規定支給、車通勤可、無料駐車場有
勤務先▶�札幌ゴルフ倶楽部�由仁コース�

札幌ゴルフ倶楽部�輪厚コース

時　間▶5:30～12:00の間で2～3h
給　与▶時給900円
勤　務▶週1～4日 ★委細面談

札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース�北広島市輪厚77
【担当】菊地

コース管理コース管理
スタッフ募集!!スタッフ募集!!
年齢･学歴不問！ シニアも歓迎♪

◆コース管理スタッフ

清掃（パート）同時募集！

応募 ご希望の勤務先へお電話ください。 080-1973-7346090-7640-8639
【担当】村口
由仁コース�夕張郡由仁町光栄588番地

北広島・その他 期 コース管理パ 清掃

すぐに働けます! まずはお電話ください。

■病院・施設関係のリネン類のクリーニング業

千歳市泉沢1007-207

☎0123-28-3771
㈱北海道シルバーサービス 千歳工場

小〜大型の全自動洗濯・乾燥機
を操作するお仕事です！

★集配ドライバーも同時募集中！

時　間▶�7:00～19:00の間で実働6～8h
勤　務▶�週4～5日で応相談（土･日曜休み）�
給　与▶時給890円〜
待　遇▶�送迎有(千歳市内のみ、応相談）、社保完備、�

車通勤OK、交通費規定支給、昇給有、社員登
用有、試用期間有

機械オペレーター

社員希望大歓迎!! 安定して働けます♪

ボタンをボタンを
押すだけ押すだけ

かんたん作業かんたん作業

新工場オープンにつき募集中!新工場オープンにつき募集中!
残り2名の募集です残り2名の募集です

千歳 ア パ 工場作業

クリクリーーニングスタッフニングスタッフ
すぐに働けます♪すぐに働けます♪ 募

集

給　与▶�［一般］時給896円�
［学生］時給890円

時　間▶�7:30～12:30�
7:30～15:30�
※週4～5日勤務

待　遇▶�制服付与、交通費規定支給、�
車通勤可

恵み野店

恵庭市恵み野西3丁目1
応募 ☎36-2980

食肉部門食肉部門
スタッフ募集!スタッフ募集!

Web応募

2名2名
募集募集

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32

恵庭 ア パ 店内業務

履歴書 ( 写真貼付 ) を郵送ください。
追って面接日をお知らせします。

勤務先

勤務先

〒066-0028�千歳市花園5丁目7-3-103シダックス大新東ヒューマンサービス㈱ 千歳営業所

［担当］石岡☎0123-42-1831

千歳市立認定こども園 ひまわり千歳市立認定こども園 ひまわり
千歳市新富2丁目4-60千歳市新富2丁目4-60

千歳市内の各小中学校千歳市内の各小中学校
※欠員場所の代務員のため、不定地※欠員場所の代務員のため、不定地

仕　事▶�小・中学校にて、給食の校内運搬・配膳�
※調理はありません�

資　格▶�要普通免許�
※自家用車にて通勤できる方に限る

給　与▶�時給890円
時　間▶9:00～14:00（休憩30分）
休　日▶�土・日・祝、夏休み・冬休み等の長期休業

仕　事▶�調理・調理補助・洗浄・清掃�
資　格▶�不問、65歳未満（定年雇用止めの為）
給　与▶�時給900〜920円�

+交通費規定支給（当社規定による）
時　間▶�①8:00～11:30　②8:00～13:30�

③8:00～15:30�
※シフト制　※週20～30h程度

休　日▶�週休3～4日

《共通項目》待　遇▶社会保険完備、交通費支給、制服貸与

学校給食配膳員（パート）

調理員（パート）

給食調理員給食調理員  募集!!募集!!
千歳 パ 給食配膳員、調理

☎0123-46-5829
お電話またはメールにてご連絡ください。 担当/高橋、松田【電話受付/10〜19時】

chitose@matsuo1956.jp

新千歳空港店/フードコート店
千歳市美々新千歳空港3F

アルバイト・パート

ホール・キッチン

◎ お子さんの急病や、 
春・夏休みも対応可能♪

◎月2回、希望でシフト作成します。

仕　事▶�ホール中心の接客、�
レジや厨房のお手伝い等

給　与▶�一般/時給958円〜�
高校生/時給928円〜

時　間▶�10:00～21:00の間で3～8h�
（応相談）

勤　務▶�週2～6日（応相談）�
※シフト制

待　遇▶�各社保完備、昇給制度有、�
交通費規定支給（上限5万円）、�
制服貸与、食事補助有、�
従業員割引有、有給休暇有

時間帯時間帯
相談可相談可

フリーター・フリーター・
パート・学生パート・学生さんさん

大歓迎
短時間/長時間 両方可能‼

千歳 ア パ ホール・キッチン

◆ ◆ 扶養範囲内扶養範囲内で働きたい！で働きたい！

◆◆平日平日だけだけ働きたい！働きたい！

◆◆フルタイムフルタイムでガッチリ稼ぎたい！でガッチリ稼ぎたい！

全部OK! !全部OK! !

初めは、皆んな初心者です！ 
一緒に楽しく、働きましょう！

未経験者歓迎！ブランクOK !未経験者歓迎！ブランクOK !

レストラン・フードコート 
2 店舗同時募集！

期　間▶即日～通年
仕　事▶�従業員送迎ドライバー
資　格▶�中型一種免許をお持ちの方
給　与▶時給1,060円
時　間▶�7:00～20:30(実働5.5h)�

※休憩時間は勤務時間によって変動有
勤　務▶�週2、3日
待　遇▶�労災保険、雇用保険、交通費規定支給
勤務先▶（株）ケイシイシイ第2工場

千歳市泉沢1007番地111（株）ケイシイシイ

ドライバードライバー
送迎バス送迎バス

★�千歳駅から会社までの送迎なので、�
ルートを覚えやすい♪

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。
詳細は面談にて。

☎0123-28-3155
受付/9～17時（平日のみ）　担当/宮川

★資格を生かせる!!�★待遇充実♪

千歳 ア 送迎バスドライバー

恵庭市戸磯616番地2

◆食品製造作業（フルタイムパート）
時　間▶�①8:00～17:00�

②8:00～13:00�
③12:00～17:00�
※勤務時間の変更は応相談可

勤　務▶週5日
休　日▶�原則日曜、他週1日
給　与▶�①時給920円�

②③時給910円
資　格▶�18歳以上、未経験者歓迎、�

長期勤務できる方
待　遇▶�健康保険・厚生年金、雇用保険、制服貸与、恵庭

市内送迎バス有（他地域交通費規定支給�
※上限月1万円）、食事補助制度有�
②③は雇用保険のみ

食品製造スタッフ食品製造スタッフ

主婦（夫）さん歓迎!!

長期安定です！

とんでん㈱ 恵庭工場担当/大西☎34-6061
�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。お気軽にお電話ください。

募集!!募集!!増員増員
工場勤務が初めてでも

大丈夫!!送迎バスあり♪
恵庭市内

未経験者 未経験者 
歓迎歓迎

恵庭 パ 食品製造作業

《共通項目》　資　格▶�未経験者歓迎、普通免許あれば尚可　　　待　遇▶諸手当有

【受付/7～19時】
担当/髙倉☎0123-25-5117

まずはお気軽にお電話ください。

日払い! 短期のお仕事をお探しの方、必見です!

㈱札幌物流

勤務先/千歳市内近郊ならびに勤務先/千歳市内近郊ならびに
苫小牧・札幌苫小牧・札幌 勤務先/恵庭市勤務先/恵庭市

搬出入作業 農作業

★男女共に活躍中 !

短期短期

日給7,200円日給7,200円 日給7,200円日給7,200円

◆搬出入作業
期　間▶�3月20日～4月上旬�

※その後も単発で発生する場合あり
仕　事▶引越し作業・荷物搬出入作業
給　与▶���日給7,200円�

+移動手当　1日/300円〜
時　間▶�8:00～12:00、8:00～17:00
勤　務▶週1～6日で応相談
勤務先▶千歳市内近郊ならびに苫小牧・札幌

◆農作業
仕　事▶農作業
期　間▶4月～6月
給　与▶�日給7,200円
時　間▶8:00～17:00
勤　務▶シフト制
勤務先▶恵庭

千歳市勇舞8-6-9F棟102
千歳営業所

千歳・恵庭・他 ア パ 搬出入作業、農作業


