
2022年4月8日（金）ちゃんと 16

スタッフ募集!!

千歳市青葉5丁目6-10　http://www.hotal-web.com

◆ベッドメイク
時　間▶ ①9:00～15:00　②19:00～翌1:00
給　与▶ 時給940円　※22:00以降/時給1,175円 

※試用期間/同条件
勤　務▶週2日程度

電話の上､写真付履歴書をお持ちください｡ 担当/國田

ホ テ ル 　 　 　 　 　 ホ タ ル 全室Wi-Fi
完備

0123-40-2077 090-2511-4127

千歳 パ ベッドメイク、ナイトフロント

◆ナイトフロント
時　間▶ 19:00～翌9:00
給　与▶ 日給13,800円　 

※試用期間/日給13,160円
勤　務▶週2日程度

Wワーク
OK!!

事務員 募 集

追分あけぼの会安平町追分
青葉1丁目102番地

☎0145-25-2233 担当/小林、木村
まずはお気軽にお電話ください。委細面談。 

仕　事▶ 伝票入力、専用フォームへの入力作業、 
外勤（銀行等、法人車使用/AT車)、他、庶務業務

資　格▶ 59歳以下（定年雇い止めの為）、高卒以上、 
社会福祉法人での経理事務又は総務事務経験、 
PC入力可能な方、要普通自動車免許

給　与▶月165,000～201,200円　※各種手当含む
休　日▶週休二日　※シフト制　※年間休日118日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

駐車場有、昇給・賞与有、試用期間3ヶ月
勤務先▶ 特別養護老人ホーム 

追分陽光苑/安平町追分青葉1丁目102

社会福祉法人

安平 正 事務

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許、 
二種免許取得養成制度有

給　与▶ 歩合制 
例/【日勤】200,000円以上可能 
　  【夜勤】250,000円以上可能

勤　務▶ 4勤1休（応相談）
時　間▶ 例/【日勤】8:00～16:30 

　  【夜勤】17:00～翌1:30 
※勤務時間応相談

待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、車通勤可（駐車場完備）

（担当/関本・佐々木）☎23-3121
 まずはお気軽にお電話ください。

〒066-0027
千歳市末広1丁目4-8千歳交通㈱

と でタクシードライバー募集!千歳 恵庭電話本数 
地域No.1

勤務時間
応相談

福利厚生充実
千歳乃湯えん

ちとせインターゴルフクラブ

会社説明会を開催します!
日時

会場

4月12日（火）
ハローワーク千歳

10:00～

千歳市東雲町4丁目2-6

費用当社負担
養成期間中日当有

千歳・恵庭 契 タクシードライバー

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

期　間▶3ヶ月毎の更新予定（長期）
仕　事▶ 手のひらサイズの小型部品を拡大鏡や 

エアーを使用して目視で点検・検査
給　与▶時給1,000円+交通費規定支給
時　間▶ 8:00～17:00（実働8h/休憩1h）
休　日▶ 日・祝、他会社カレンダーによる土曜、夏季、冬季休暇
待　遇▶ 制服貸与、各種保険完備
勤務先▶千歳市

㈱ヒューマンインプリンク 千歳支社
一般労働者派遣事業/派01-300271
有料職業紹介事業/01-ユ-300107 千歳市柏台南1丁目3-1

☎0123-25-3221
h t t p: //www. imp - l i nk . c o . j p /

検査スタッフ募集
千歳 派 小型部品の目視検査

土日も対応致します！まずは電話、HP、 
二次元コードからお問合せください★彡

千歳市恵庭市

島松寿町１丁目

中島町４・６丁目

黄金南２・４丁目

北柏木町１丁目

有明町３・５・６丁目

文京町４丁目

美咲野３・４・５・６丁目

和光町２丁目

みどり台南２・３丁目

長都駅前１・４丁目

北陽２・３丁目

富丘４丁目

稲穂２丁目

住吉３丁目

若草１丁目

文京４・５・６丁目

千歳市北斗4丁目13番20号 ☎0123-27-0911応
募

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行 ★ 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！

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）

1ヶ月休まず
がんばろう！ 皆勤賞あり‼

年齢不問 短期OK!

配布員 募集

「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】 
恵庭市 

北柏木方面

【募集地域】 
千歳市 

自由ヶ丘方面

キャンペーン‼
の
配布員
増員

※4月末 
 まで

◆面接に来てくれた方全員に

ティッシュ プレゼント！
箱5

春

千歳・恵庭 委 ポスティングスタッフ、配達員

◆ 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。

㈱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)

《共通項目》
期　間▶即日～長期
勤務先▶ 恵庭市戸磯201-12
資　格▶ 未経験者歓迎、性別･学歴不問、 

WワークOK、高校生不可
休　日▶ 日曜・祝日 ※土曜は工場カレンダーによる
待　遇▶ 制服貸与、週払い可、車通勤可、 

送迎有、交通費支給

まずはお電話ください。面接は勤務先で行います。

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0120-147-551《受付》平日9:00～18:00

面接の予定が
合わない…▶

そんな時はLINE公式アカウントを使用して、
オンラインで面接可能！

※ご希望の方は応募時にご相談ください。

月収例
時給1,000円×1日8h×月22日勤務
＝月収176,000円

仕　事▶ 工場内にてパスタソースや具材の加工・
仕込み作業。他、洗浄、商品の梱包、 
箱詰め作業。

給　与▶ 時給1,000円 
時　間▶ 12:00～21:00（実働8h） 

※時期により残業の可能性有

◆パスタ加工･包装スタッフ/週5日以上

◆コロッケ加工スタッフ/週3～応相談 ※シフト制

仕　事▶ 工場内で使用する鍋、寸胴、バットなど
の洗浄作業、馬鈴薯の皮むき、芽取り作
業、蒸かした芋の分離作業・具材混ぜ作
業、機械へのパン粉投入作業、業務終了
前の工場内の洗浄作業など

給　与▶ 時給1,000円 
※22時以降/時給1,250円

時　間▶ 17:00～23:00（実働6h） 
※残業の可能性有 ※応相談

月収例
時給1,000円×1日6h×月20日勤務
＝月収125,000円
※22時以降/時給1,250円

コロッケ加工

★まずはお試し短期スタートもOK!

パスタ加工・包装
期間：即日～長期

スタッフ
募集！

人気の軽作業で働きませんか？
モクモク、コツコツと 
作業したい方にオススメです!

★送迎有！場所など面接時にご相談ください
主婦（夫）も学生もシニアも大歓迎!!
●性別・学歴不問! ●WワークもOK!
●日数応相談！ ●未経験舎OK!

恵庭 派 パスタの加工・包装、コロッケの加工

仕　事▶ 来店した方への商品説明、 
電話による商品の案内、書類作成、 
帳票管理（システム入力）

資　格▶ 44歳以下（若年層のキャリア形成を図るため）、 
高卒以上、Word・Excelの基本操作可能な方、 
普通自動車免許あれば尚可

給　与▶月給171,000～190,000円
時　間▶ 9:00～17:00
休　日▶ 土日祝、夏季休暇、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

無料P有、昇給・賞与有、昇進制度有、有給休暇

〒066-0055
千歳市里美2丁目2-4

電話の上、写真付き 
履歴書を郵送ください。☎0123-25-9028

MS北海道株式会社
◆三井住友海上火災保険(株)保険代理店

サポート事務募集 三井住友海上
100％出資の会社です。

千歳 正 営業サポート事務

日本管財サービス株式会社千歳市青葉8-3-1

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｡

沼ノ端・早来方面からの通勤も可能！

仕　事▶ 施設の入退場警備 
（車両・人の入構許可証の確認及び発行手続き等）

資　格▶ 車通勤出来る方、定年者の方も歓迎
時　間▶ 0:00～24:00 

※6h勤務の4交代で月150～160hの勤務
勤　務▶ シフト制（年中無休）
給　与▶ 無資格/時給950円～ 

施設警備1級/時給1,030円～※資格手当資規定支給
待　遇▶ 社保完備、雇用保険、有給休暇、 

交通費規定支給（上限12,000円）、 
退職金制度有（条件有）、制服貸与、正社員登用有

勤務先▶ 新千歳空港貨物ターミナル

定年の方も
歓迎！

施設警備をやってみませんか！
千歳 契 空港警備

仕　事▶ 決まったルート集配になります。最初は1週間程度、 
寄り添い丁寧にご指導致しますので、ご安心ください。

資　格▶要普通免許、未経験歓迎
時　間▶ 8:20～16:20（実働7h）　※週3日程度、残業有
給　与▶  月給200,000円以上+各種手当 

※固定残業手当20時間分、30,000円を含む 
　超過分は別途支給　※昇給有

休　日▶ 日曜、祝日、他
待　遇▶ 各社会保険完備、交通費規定支給、 

車通勤可、駐車場完備、クリーニング代優遇

〒066-0075　千歳市北信濃776-11

くらしの輝き　手から手へ

まずはお気軽にお問合せください。
担当/小池☎0123-23-4251

千歳 正 集配ドライバー

千歳市根志越2496-1
株式会社ミルキーベル
スイーツ・ソフト＆カフェ

【共通項目】
時　間▶ 9:00～18:00　※パート・アルバイトは6～8hでシフト制
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による)、制服貸与、車通勤可

 080-6097-9805 担当/三上応募

仕　事▶ 店内業務全般、店舗運営に係る業務
給　与▶ 月180,000円～
休　日▶シフト制

◆契約社員

昇給・正社員登用あり！

期　間▶即日～10月末
仕　事▶スイーツ作り、接客などの店内業務
給　与▶時給950円+交通費規定支給
勤　務▶土日含む週2～5日で応相談

◆パート・アルバイト

千歳 契 ア パ 店内業務

仕　事▶居酒屋ホール業務、宅配業務
資　格▶未経験者歓迎、経験者優遇、要普免
給　与▶時給900円～
時　間▶ 14:00～22:00（実働7h） 

15:00～23:00（実働7h）　※応相談
勤　務▶週4～5日
待　遇▶ 雇用保険、正社員登用有、車通勤可、 

制服貸与、まかない有
勤務先▶焼鳥ダイニングBONZO（恵庭市漁町）
電話連絡の上、履歴書（写真不要）をお持ちください。

(株)ハイハット 

業務拡大
に向け スタッフ増員募集!

担当/脇田
受付/11～17時090-8900-0296

大歓迎!

正社員
登用あり

【事業所】恵庭市漁町179番地

キャリアUP
したい方正社員目指す方

恵庭 ア パ ホールスタッフ

農作業スタッフ募集!

夕張郡長沼町東6線南11

☎0123-84-2836 
FAX 0123-84-2602 

農事組合法人 駒谷農場

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

やる気のある方大歓迎! 未経験者歓迎! 短期募集
長沼の雄大な土地で、のびのびとお仕事しませんか？仕　事▶農作業

期　間▶4月中旬～10月末頃
資　格▶要普通免許、年齢不問
給　与▶ 時給950円～
時　間▶8:00～17:00　※応相談
勤　務▶週4～5日　※応相談
待　遇▶労災保険、交通費1日500円

その他 パ 農作業スタッフ

☎0123-68-1010
電話の上、履歴書をお持ちください。 担当/細川とんかつ玉藤 千歳店

千歳市錦町3丁目5-4

仕　事▶ 座席へのご案内、オーダー受付、配膳、下げ膳、 
レジ等のホール業務

時　間▶ 9:00～15:00の間で、 
平日/3h～、土日/4h～　※ご相談ください！

資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）、学生歓迎、 
明るい笑顔の方お待ちしています。

給　与▶ 時給889円～
勤　務▶ 週3～6日（2週間毎の希望シフト）
待　遇▶ 制服貸与、車通勤可、交通費規定支給（社内規定）、 

昇給制度有、試用期間2ヶ月

◆ ホールホールスタッフ募集

平日のみ・土日のみ勤務可！

千歳 ア パ ホール


