
2022年4月1日（金） ちゃんと9

ミートマルシェ「B-style’s」

千歳市柏台南
1丁目1-9（株）

仕　事▶ 肉や惣菜などの調理、畜産加工品・テイクアウト
商品などの接客・販売、品出しなどの店内業務

資　格▶未経験者歓迎、主婦（夫）、フリーター歓迎
給　与▶ 時給930円～ 

※7:30～9:00/時給1,030円～ 
※試用期間（最大3ヶ月）/時給910円

時　間▶7:30～20:30の間で5～8h
勤　務▶週3～6日　※応相談
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、昇給有、 

年末年始手当、制服貸与、正社員登用制度有
勤務先▶ミートマルシェ「B-style’s」

【受付/9時～17時】　担当/羽根田（はねだ）
☎0123-49-3366

まずはお気軽にお電話ください。 

新千歳空港国内線ターミナルビル2Fに

NEW OPEN!

◆早朝7:30～9:00は時給 円～！1,030
◆フルタイムで働ける方大歓迎！　扶養内も応相談！

北海道のソウルフード 
「ザンギ」「ジンギスカン」等 

全道各地の美味しいお肉を扱っています。

3/30

スタートはみんな一緒！ 
新しいお店を盛り上げてくれる 
仲間を大募集♪

オープニング 
スタッフ募集

千歳 ア パ 販売、調理補助

恵庭 正 パ 介護職員
資　格▶ ［正］要普免（AT限定可）、介護職員初任者研修修了 

　　（旧ヘルパー2級）、介護福祉士あれば尚可 
［パ］要普免（AT限定可）

時　間▶ ［正］8:15～17:15（休憩1h） 
［パ］9:00～17:00の間で応相談 
　　★小さなお子様のいる方もお気兼ねなくご相談ください。

休　日▶ 完全週休2日（日曜+他1日、シフト制）、年末年始
（12/31～1/3） ※土曜・祝日勤務できる方歓迎 
※祝日出勤の場合、休日出勤割り増し致します。

勤　務▶ ［パ］応相談（日曜定休）
給　与▶ ［正］月給170,000～230,000円 

　　(各種手当含む)　※年齢・経験により優遇 
［パ］時給900円以上  
　　★有資格者は時給910円以上 
※正・パともに資格手当有（介護職員初任者研修　
修了/月3,000円、介護福祉士/月5,000円）

待　遇▶ 雇用・労災保険完備、制服貸与、交通費規定支給、 
試用期間3ヶ月有、各社保完備、車通勤可（駐車場有）、
［正のみ］賞与年2回有

介護職員
増員募集!

30代40代の
スタッフが
多数活躍中!

●  ブランクのある方、未経験の方でも充実した研修制度が
あり、親切・丁寧な指導で安心！

● 転職をお考えの方は、入社日についてもご相談ください。
● 施設の見学だけでも大歓迎です。是非ご一報ください。

デイサービスセンター らいふてらす恵庭中島
恵庭市中島町1丁目11-3

HP▶http://life-terrace.jp/ 是非ブログをご覧ください！ 興味を持って頂けるはず♪
メールアドレス▶terrace.eniwa@gmail.com

お気軽に
ご連絡ください！☎0123-34-8130

スタッフ

土日勤務できる方 
歓迎

仕　事▶ 出前、ホールスタッフ
資　格▶ 未経験者歓迎、学生可（高校生不可）
時　間▶ ①10:00～15:00 

②17:00～20:30 ※応相談
給　与▶ 平日/時給900円　　 

土日祝/時給1,000円
勤　務▶週3～4日
待　遇▶ 食事付
応　募▶ 電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

〒066-0025
千歳市梅ヶ丘1丁目9-8

担当 /店長☎24-1930
070-6601-3982

土日祝は時給1,000円
男女問わず募集! 2・3名募集!!

千歳 ア パ 出前、ホールスタッフ

平日のみでも 
OK

まずはお気軽にお電話ください！

仕　事▶セルフエステサロン受付、インストラクター
給　与▶ 【正社員】 月給214,397～350,000円 

(基本給185,000円＋固定残業22h 29,397
円含む) 
【パート】 時給950～1,050円

時　間▶ 10:00～20:00の間でシフト制 
(パートは1日4h～、16:00～20:00勤務歓迎、
土日祝のみの勤務歓迎)

休　日▶ 年間休日105日、年3回まで4連休取得可
待　遇▶ 社保完備、車通勤可、交通費支給（月1万円迄）、 

脱毛無料、ボーナス・賞与有、制服有、 
副業・WワークOK、社員登用有

担当/川崎 070-8431-9437
千歳市東郊2丁目7-1　ホクレン東郊店内
SELF BEAUTY gracia千歳店

セルフエステサロン受付 インストラクター
千歳 正 パ 受付、インストラクター

募集

24時間受付OK！ 
お気軽にお電話ください。 0120-172-642

千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F
当社は「社団法人 日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号 派01-300587㈱アスクゲートノース

★ 掲載以外にも求人ございます。ご希望の条件などお気軽にお問合せください。

給　与▶ 時給1,050円～ 
※22時以降深夜割増有り

時　間▶ ①8:30～17:30 
②15:00～24:00 
③17:00～翌2:00 
※①～③で希望の時間帯

期　間▶ 即日～長期
休　日▶土日　※工場カレンダーによる

1,050

1,000
給　与▶ 時給1,000円～
時　間▶ 12:00～21:00（2h程度残業の可能性有）
期　間▶ 長期
休　日▶土日祝

給　与▶ 時給950円～
時　間▶  朝食/4:00～12:30　昼食/9:00～17:30
期　間▶長期
休　日▶ シフト制

950

給　与▶ 時給930～1,000円　 
※22時以降深夜割増有り

時　間▶ ①9:00～18:00　②12:00～21:00 
③15:00～24:00　④18:00～翌3:00 
※①～③のうち、ご希望の時間帯 
※日勤帯は他の時間帯も有

期　間▶令和5年3月末まで
休　日▶ 週休2日、シフト制

930 1,000

千歳・恵庭 派 製造・包装・検品、洋菓子製造、調理補助、仕分け

まずはお気軽にお電話ください。

仕　事▶ホール業務、洗い場、調理補助
給　与▶時給900円～ ※試用期間/時給890円
時　間▶ ①10:00～15:00　②17:00～22:00 

※シフト制、前後有
勤　務▶週2～6日
休　日▶月曜日(定休日)
待　遇▶制服一部支給、賄い有、社員登用有
勤務先▶ イタリア酒場宙(恵庭市恵み野西2丁目2-14）、 

生蕎麦焼き鳥炉端煽(恵庭市恵み野西2丁目2-8）、 
昔風中華蕎麦そうすけ(恵庭市恵み野西1丁目8-3）

恵庭市恵み野西2丁目2-8
YUSHIN GROUPユーシングループ
☎0123-21-8809 担当/溝口

昼パート主婦（夫）さん
夜アルバイト学生・フリーター

恵み野で3店舗 
営業しています！

歓迎！

恵庭 ア パ ホール・キッチン

通年 
アルバイト

募集‼
10名

未経験歓迎
高校生OK!

10名
募集!!

短期4月29日～ 5月5日

募集‼短期 アルバイト

時給1,100円!!

千歳支店 〒066-0077 千歳市上長都1050番地1

履歴書（写真付）に、送迎バス・車利用の有無を記入の上、郵送 
またはお持ちください。採否は文書郵送にてお知らせいたします。

☎0123-24-2126
【受付/9～17時 担当/北橋】

仕　事▶ ホテル客室用品（シーツ、タオルなど）の分類 
及び仕上げ、包装作業など

資　格▶ 高校生以上、未経験者歓迎、かけもち勤務OK
期　間▶ ①4月29日～5月5日 

②通年アルバイト、土・日・祝のみ出勤出来る方
時　間▶ 9:00～17:00（休憩70分）
給　与▶ ①時給1,100円 

②時給950円
待　遇▶ 送迎バス有、車通勤可

★以前当社で働いた方は電話してください!!

通年アルバイト10名 時
給950円

千歳 ア 工場軽作業

仕　事▶ 野菜のカットやパック詰め、並び替え、値段付け等
資　格▶ 要普免、経験不問
時　間▶ ①8:00～12:00（実働4h） 

②13:00～17:00（実働4h） 
③8:00～17:00（実働8h）

給　与▶ 時給890円
勤　務▶ 週4～5日 ※応相談
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給
勤務先▶ ベジフル北海道 

※業務スーパー千歳店内（千歳市北信濃783-1）

業務スーパー 野菜コーナーでのお仕事です!

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

☎0123-25-5415 担当/内藤
受付/8～17時

千歳市北信濃783-1㈱ベジフル北海道 店舗運営部

千歳 ア パ 野菜･果物売り場の管理全般

扶養内勤務OK！フルタイムも歓迎！

女性多数
活躍中!

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。

仕　事▶ 半導体チップの外観検査（顕微鏡使用）
給　与▶ 時給889円～ 

※ 作業着への着替え時間（1日につき15分相当）
別途支給いたします。

時　間▶ 8:30～17:30（実働8h）
休　日▶ 年間122日、土・日曜日、祝日 

（会社カレンダーによる） 
※祝日出勤数日有

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/阿部・原☎34-3111

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

庶務パートさん募集!

馬や競馬に関する知識不要！
男女共に活躍できます！

0120-1
行こう！

5-1
い い ホ ー ス

143
面接日は相談の上決定します。まずはご連絡ください！

仕　事▶ 来客・受付対応、備品・物品の発注、牧場見学手配、 
馬ワクチン・血液検査などの準備、お礼状の制作・発送、
データ入力、事務所内清掃、連絡業務、その他営業補助業務

資　格▶ 基本的なPC操作（Excel、Word）可能な方、 
車での通勤・移動が苦にならない方

給　与▶時給1,000円
時　間▶8:00～17:00　※休憩1h
休　日▶土日祝　※土・祝勤務も可
待　遇▶ 社会保険完備、交通費規定支給、 

残業手当（1分単位）、通勤手当、賞与有（年2回）、 
有給休暇、試用期間3ヶ月有、社員食堂完備、 
社員旅行・新年会・打ち上げ等の各種イベント有

勤務先▶ ノーザンファーム空港牧場/苫小牧市美沢114-2

苫小牧市美沢
114-2

明るく元気で、社内外の方と気持ちよく 
接する事ができる人を歓迎します！

協調性を大切にしている職場です。
働く人が気持ちよく働ける環境を目指しています。

苫小牧 パ 庶務

スタッフ
募集！

ウェブサイトもご覧ください▼ 
※24時間365日応募受付OK!

仕　事▶ 入院病棟での看護師の補助業務 
（事務補助、電話対応、軽介助）

資　格▶  高卒以上、資格・経験不問、医療事務経験あれば尚可
給　与▶ 時給1,100円
時　間▶ 月・火・木・金/8:45～17：30 

水・土/8:45～12:45
休　日▶日曜、祝日、年末年始

病棟クラーク 準職員

社会福祉士 正職員

仕　事▶患者様の相談や支援に係る業務全般
資　格▶ 社会福祉士資格、Excel・Wordの基本操作、 

社会福祉士の業務経験があれば尚可
給　与▶※詳細は面談にてお伝えします。
時　間▶ ①8:45～17:30　②8:45～12:45（水・土)
休　日▶シフト制

《共通項目》 
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

施設員

社会福祉士
病棟クラーク

（医）豊友会 千歳豊友会病院 Chitose Houyukai Hospital

〒066-0034 千歳市富丘1丁目618-6
医療法人社団 豊友会 千歳豊友会病院 
人事担当宛☎24-4191

電話

 

https://www.foryou-hp.or.jp

施設員 準職員
仕　事▶  病院内の施設・設備管理全般
資　格▶ 要普通免許（AT限定可）、大型特殊免許、 

危険物第二類、四類あれば尚可、 
18歳以上（深夜勤務があるため）

給　与▶日給9,500円　宿直１回/16,000円
時　間▶  ①8:45～17:30　②17:30～翌8:45(月5回程度）
休　日▶週休2日+祝日　※シフト制

通所リハビリアシスタントも随時募集しています！

千歳 正 社会福祉士準 病棟クラーク、施設員

◆正社員

◆パート

資　格▶フォークリフト免許
給　与▶月220,000円
時　間▶8:30～17:30

仕　事▶倉庫内でのピッキング、ラベル貼り等
給　与▶時給1,000円
時　間▶ ①8:30～12:00　②13:00～17:30 

③8:30～17:30 
※シフト制　時間選択も可

《共通項目》
休　日▶日曜日、他
待　遇▶ 社保完備（勤務時間による)、 

交通費規定支給、制服貸与

5名

15名
まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-21-9713
セーフティ&エコロジー、トランスポート&ツーリズム

トランスパック株式会社
千歳市平和1006-1385

募 集‼

千歳 正 フォークリフト作業パ 倉庫内作業


