
2022年4月15日（金）ちゃんと 12

★30～50代 みんな元気に頑張っています！

千歳市青葉5丁目6-10ホテル サブリナ

まずはお電話ください。☎26-7730

仕　事▶客室清掃･備品補充等
給　与▶ 時給889円 ★昇給有  

※22時以降深夜割増有
時　間▶ 【早番】土日/9:00～15:00 

【遅番】 日/17:00～24:00 
月火水/18:00～24:00

勤　務▶ 【遅番】日曜を含む週3～4日
待　遇▶ 車通勤可、エプロン貸与、 

労災保険有、昇給有、 
雇用保険有（条件有）

扶養内勤務
可能！

時間 日数 Wワークご相談 ください!

千歳 パ 清掃

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

正社員3職種募集!!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭市住吉町
2丁目1-3富士交通㈱
担当/金田一☎0123-33-6271

待　遇▶ 社保完備、試用期間3ヶ月有《共通項目》

トラック
乗務員

〈正社員〉 仕　事▶ トラックでの配送業務
時　間▶ 7:00～16:00 ※早出、時間外勤務有
勤　務▶ 週5～6日 ※シフト制
給　与▶ 4t/月24万円～ 

8tクレーン付き/月25万円～ 
11tクレーン付き/月26万円～

資　格▶ 中型免許以上

仕　事▶ ワゴンタクシーによる 
恵庭市内の送迎業務

時　間▶ 日勤/7:30～17:30（実働8h） 
給　与▶ 月給20万円～
資　格▶ 普通二種以上 

エコタク
乗務員

〈正社員〉

女性も
活躍できる!

仕　事▶ 送迎バスの運転業務
時　間▶ 6:30～20:00の間で実働8h
勤　務▶シフト制
給　与▶ 月給20～26万円（時間外含む）
資　格▶ 中型二種又は大型二種保持者

〈正社員〉

女性も
活躍できる!

マイクロバス
乗務員

恵庭 正 トラック乗務員、バス乗務員、エコタク乗務員

仕　事▶ 浴場内・岩盤浴場内、館内共用部分の 
モップ掛けや消毒等の簡単な清掃

時　間▶ 6:00～9:00
給　与▶時給890円～
勤　務▶週2～4日
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、 

制服貸与、車通勤可（無料駐車場有）、 
従業員割引有（一緒に来店した家族も対象）、 
仕事終わりの温泉入浴無料

恵庭市戸磯
397-2えにわ温泉 ほのか

担当/なんば・こんどう☎32-2615応募

早朝清掃
スタッフ募集！

恵庭 パ 清掃

仕　事▶機械部品の棚出し入れ、伝票セット・個装・梱包など
資　格▶年齢不問（健康な方）
給　与▶時給920円
時　間▶8:00～17:00（時間要相談）
休　日▶ 土日祝、GW（4/30～5/8）、夏季休暇（8/13～8/21）
待　遇▶各社保完備、制服貸与
勤務先▶ ㈱IHIアグリテック業務・部品部(千歳市上長都1061-2)

倉庫内ピッキング・包装
スタッフ募集

千歳市上長都1061-2 ㈱IHIアグリテック内
三好梱包商事㈲ 千歳事業所

お電話の上、面接時に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-4368

千歳 ア パ 倉庫内ピッキング・包装

まずはお気軽にお電話ください。

仕　事▶ 発達に遅れのある子どもたちの支援をするお仕事です。
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇、保育士又は児童指導員、

保育士等の学校在学中の学生の応募も可
給　与▶時給950～1,000円
時　間▶ 平日13:00～17:00 

土、祝、学校休みは9:00～17:00 
※シフト制　※時間応相談

勤　務▶週1～5日　　　休　日▶日曜日
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、賞与有、有給休暇

千歳市北光4丁目3-9
SQUARE

恵庭市中島町4丁目6-１
すてっぷえにわ

☎0123-25-9430（SQUARE）
受付/9～18時担当/ヤマグチ

児童支援員増員のため
急 募

子ども好きな方 
歓迎

千歳・恵庭 ア パ 児童支援員

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

★ 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‼

未経験者
歓迎‼

恵庭 パ 検査

1,250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

電話連絡のうえ、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～3ヶ月
資　格▶ 未経験者歓迎、資格不問
給　与▶ 時給1,250円 

※22時以降深夜割増（時給1,562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

★しっかり稼ぎたい方にオススメ!
★未経験者歓迎！

恵庭 派 部品製造

アルバイト

山崎製パン㈱札幌工場 恵庭市恵南10-1

☎0123-34-1128まずは、お気軽にお電話ください。

仕　事▶ パン・和洋菓子・弁当等の製造補助および仕分け 
（ベルトコンベアを利用した仕上げ・盛り付け等のライン作業）

時　間▶ 昼勤/9:00～18:00（休憩1h）、14:00～18:00 
夜勤/19:00～翌4:00（休憩1h） 
※生産量に応じ、2h程度の残業の可能性有

給　与▶ 昼勤/時給920円　夜勤/時給1,000円 
※22～翌5時は深夜時給1,250円 
★月末月初手当有！ 
毎月末3日間と毎月初めの3日間は、1日出勤ごとに1,000円支給
（実働6h以上の方が対象。合計6日間、最大6,000円）

資　格▶ 未経験者歓迎　※食品衛生上マニキュア・付け爪・ひげは禁止、貴金属類の着用不可
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場完備）、勤務日にパンの 

お土産有、当社製品社内販売有、格安食堂完備（パン食は無料）、 
制服貸与、近郊エリア無料送迎バス有

製造員募集

★中央バス｢山崎製パン札幌工場前｣から徒歩5分

《受付》9～18時
人事採用担当まで

増員募集！！
4/1～5/8まで期間こどもの日・母の日に向け

4/28～5/8特に 
大募集！

恵庭 ア 製造

昼・夜
共に

働き方はいろいろ！

Wワーク
OK!

夜勤大歓迎

短期から
長期への
シフトも可能

フリーシフトで
予定に

合わせて働ける

給　与▶時給898円
時　間▶7:00～11:00　※実働4h 
休　日▶水・土・日曜、祝日
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、雇用保険加入

[パート]マミーズクリニックちとせ/千歳市信濃

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

090-9753-1491
090-9753-1547

土日

【パート】千歳市水道局/千歳市東雲町
給　与▶時給898円
時　間▶ 7:00～10:30、13:30～17:00 

※実働3.5h　※シフト制
休　日▶土・日曜、祝日
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給

【パート】千歳科学技術大学/千歳市美々
給　与▶時給950円
時　間▶7:00～10:30　※実働3.5h 
休　日▶ 水・土・日曜、祝日他 

※学校スケジュールによる
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、 

車通勤可能な方

【パート】ザ・ノースカントリーGC/千歳市蘭越26
●長時間勤務
給　与▶ 時給1,000円
時　間▶ 7:00～16:00、10:00～18:00　 

※実働7h
休　日▶ 週2日
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、制服貸与
●短時間勤務
給　与▶ 時給1,000円
時　間▶ 6:30～19:00の中で実働3.5h 

例）6:30～10:30、 
　12:30～17:00など

休　日▶ 週2日以上
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与

清
掃
（
千
歳
）

【正社員】千歳市民病院/千歳市北光2丁目1-1
資　格▶ 60歳未満※定年雇い止めの為 

二級ボイラー技士（実務経験あれば尚
可）、乙種第4類危険物取扱者、 
※電気工事士あれば尚可

給　与▶ 月給200,000円～（諸手当を含む）
時　間▶ ①8:30～17:00 

②17:00～翌8:00 
※①②シフト制

休　日▶ 週2日以上
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、 

制服貸与、退職金制度有

設
備
（
千
歳
）

【パート】北海道文教大学/恵庭市黄金中央5丁目
給　与▶ 日給7,184円～ 

（夜勤手当・深夜手当別途支給）
時　間▶ ①16:30～翌8:30　 

②8:30～16:30　※シフト制
勤　務▶月10～12日
待　遇▶ 雇用保険加入、交通費規定支給

警
備
（
恵
庭
）

【パート】向陽台工場/千歳市泉沢
給　与▶時給950～1,000円
時　間▶9:00～16:00　※実働6h
休　日▶ 日曜 

※土曜・祝日、工場の稼働による
待　遇▶社保完備、交通費規定支給、制服貸与

清
掃
（
千
歳
）

【パート】新千歳空港/千歳市美々
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、雇用保険加入

【正社員】新千歳空港/千歳市美々
資　格▶公共交通機関による通勤が出来る方
給　与▶  月給156,000～180,000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

清掃・設備・警備
パート正社員

入社後すぐに使える特別有休制度有!!

千歳・恵庭 正 パ 清掃、設備パ 警備

(1)

資　格▶ 未経験者歓迎､車通勤できる方
時　間▶ 8:45～21:30の間で実働8hシフト制
勤　務▶  4週6休(シフト制)､他休み有  

※年間休日数104日
給　与▶  【店長】月300,000円～(経験･年齢等考慮) 

【店長候補】月200,000円～（経験・年齢等考慮）
待　遇▶ 各社保完備､車通勤可能、制服貸与､昇給有､

交通費規定支給(上限有)、有給休暇

月 

収
店長 30万円～
店長候補 20万円～

正社員

資　格▶ 未経験者歓迎､主婦(夫)･学生(高校生)･ 
フリーター歓迎

時　間▶ 8:45～21:30の間実働4～8h(応相談) 
【勤務時間例】 
8:45～14:00、11:00～15:00、 
17:00～21:00、17:00～21:30、 
8:45～17:00等 
★希望時間はご相談ください｡

勤　務▶ 週1～6日 
★土日祝休み、土日祝のみ、Wワーク、 
　週3日程度等、まずはご相談ください。

給　与▶ 時給950～1,000円（扶養内勤務OK） 
※試用期間1ヶ月間(期間中/時給900円)

待　遇▶ 各社保完備(勤務による)､車通勤可能、 
制服貸与､昇給有､有給休暇､ 
交通費規定支給(上限有)

950～1,000円時 

給

アルバイト・パート

ミスターカレー イオン千歳店
千歳市栄町6丁目51

まずはお気軽にお電話ください｡ 
面接時には写真付履歴書をお持ちください。

（店舗）☎0123-25-5207
（担当）080-9285-9020

希望シフト制!

キッチンスタッフ
勤務は1日～OK
フルタイムでしっかり稼ぐもよし!

扶養内で無理なく働くもよし!

(1)

イオン
千歳店

募
集

学校行事や家族のイベント等 
あらかじめお休み希望を聞いてから 
シフトを組むので予定がたてやすい！

テスト休みやプライベートとの 
両立も可能♪

千歳 正 ア パ キッチン


