
2022年5月6日（金） ちゃんと13

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-34-6969 担当/岡部

仕　事▶ 髪の施術全般、受付業務、店内清掃等
資　格▶ 経験者優遇
給　与▶ 正/月17万円　パ/時給900円
時　間▶ 9:00～19:00の間　※応相談
勤　務▶ パ/週3日以上　※シフト制
休　日▶ 毎週月・火曜日
待　遇▶各社保完備、賞与年2回（正社員のみ）、有給休暇

BlueMoon
有限会社ブルームーン　恵庭市黄金北3丁目8-5

働き方
ご相談ください

★従業員割引有
理美容スタッフ募集

恵庭 正 パ 理美容スタッフ

仕　事▶ プール施設の清掃、物品の管理
資　格▶ 恵庭市内に住む18～70歳位迄の方
時　間▶ 平日/15:00～17:00（実働2h）
給　与▶ 日額1,968円
勤　務▶ 平日のみ 

※土日、祝日、夏休み期間（7/26～8/18）の勤務はなし
期　間▶ 令和4年6月17日（金）～9月5日（月）
勤務先▶ 市民プール（恵庭・若草いずれかを担当） 
待　遇▶ 距離（2km以上）により通勤手当有

履歴書を下記住所へ郵送、または直接提出してください。

☎21-9900平日9時～17時担当/衛藤（エトウ）
NPO法人
恵庭市体育協会 〒061-1449 恵庭市黄金中央 

5丁目199-2 恵庭市総合体育館内

履歴書締切
5月23日（月）まで

2022年度

市民水泳プール管理人 募集!
若干名

恵庭 ア パ プール管理人

千歳市清水町3丁目4

電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-27-2700 受付/12～18時
担当/小西

仕　事▶ 接客・配膳等のホール業務及び、 
簡単な調理補助

給　与▶時給1,000円
時　間▶ 17:00～22:00の間で3～4h
勤　務▶ 週1日～OK
待　遇▶ 制服貸与

学生さん大歓迎！スタッフ募集！
千歳 ア パ 店内業務全般

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☎0123-24-0800
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡

仕　事▶隊舎の清掃（共用部分、廊下、トイレ）
資　格▶未経験者歓迎
時　間▶ 8:00～17:00の間で3h
給　与▶時給920円
勤　務▶ 月・水・金
休　日▶お盆、年末年始
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、車通勤可、作業服貸与
勤務先▶ 航空自衛隊千歳基地内/千歳市平和

清掃員 募集 ! !

未経験者歓迎！

千歳 パ 清掃

090-2054-2165 【受付/9～18時】
担当/南

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

あなたの適正に合ったお仕事がいろいろあります
★ 子育て中、シニアの方も歓迎！
★ 午前のみ・午後のみ等都合に合わせてお仕事できます！

千歳市中央539-7みなみ農園

仕　事▶ 野菜の収穫・選別、配送、直売所での接客販売等
期　間▶ 即日～11月末頃
給　与▶ 時給900円～ 

（試用期間有/時給889円）
時　間▶ 8:00～17:00の間で応相談 

※短時間も可　応相談
休　日▶ 週1日～　※応相談
資　格▶ 車通勤できる方
待　遇▶交通費規定支給、労災保険

男女共に
活躍できます

即日勤務
OKです!

千歳 ア パ 農作業

仕　事▶ 北海道産のフルーツの販売業務全般、 
生フルーツ・カットフルーツ・フレッシュジュース・
フルーツ加工品、ソフトクリームなどの販売・ 
補充・レジ業務、商品の発送受付等

資　格▶ 未経験者・経験者共に歓迎、 
フルタイム・土日勤務できる方歓迎、学生不可

給　与▶ 時給920円～　※試用期間3ヶ月/時給890円
時　間▶ 7:30～20:30の間で実働7.5h ※休憩1h 

①7:30～16:00　②10:00～18:00 
③12:00～20:30

休　日▶  月8～10日　※シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、社員割引有、 

空港施設内割引有、制服貸与

勇払郡安平町早来富岡210-20
受付/平日9:00～17:30 
担当/田仲☎0145-26-2800

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

（新千歳空港国内線ターミナルビル2F）
HOKKAIDO FRUITS 耕人舎

北海道の美味しいフルーツを 
道内・道外のみなさんにお届け♪

★面接日や勤務開始日はご相談ください。

千歳 パ 販売

仕　事▶ ①床面の拭き掃き、ガラス清掃、各室・シャワー室・
　トイレなどの日常清掃業務 
②【夏期】草刈、落ち葉、ルーフドレン等の外構清掃 
　【冬期】除雪中心、館内清掃も有

資　格▶不問、未経験者歓迎
給　与▶ ①時給889円 

②時給900円
時　間▶ ①8:00～12:00 

※13:00～17:00も勤務できる方尚可 
② 8:00～17:00、7:00～16:00、 
6:00～15:00　※実働7.5h

勤　務▶ ①週3～6日　※希望応相談 
②シフト制

待　遇▶ ①雇用保険、制服貸与、交通費規定支給 
②各社保完備、制服貸与、交通費規定支給

勤務先▶ 千歳市開基記念総合武道館/千歳市あずさ1丁目3-1

仕　事▶ ホール、廊下、各室、トイレ等の日常清掃
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶ 時給889円
時　間▶ 7:00～16:00　※実働7.5h　※延長有
休　日▶土曜日、他シフト制
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ 千歳市総合福祉センター/千歳市東雲町2丁目34

千歳市総合福祉センター（契約社員）

清掃 募
集スタッフ

(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。

千歳市開基記念総合武道館 ❶パート ❷契約社員

千歳 契 パ 清掃

待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、退職金あり、 
交通費実費支給（上限あり）、週払いOK（規定あり）

共通項目

千歳・恵庭で 
49案件！

高時給 
あり！

現地
面談可

3日払い 
OK

給　与▶時給1,200円～
時　間▶ 9:00～18:15の間で実働8h
休　日▶ シフト制 

※勤務日数応相談

◆ 卵の検品・パック詰め/千歳市内

給　与▶時給1,070円～
時　間▶7:30～22:00　※シフト制
休　日▶週休二日

◆ レンタカーの洗車/千歳市

給　与▶時給1,080円
時　間▶8:00～17:00
休　日▶日、他1日

◆ 食品倉庫でのピッキング/恵庭市

時　間▶ 20:30～翌5:30、 
8:30～17:30　※選べる！ 
夜勤のみor2交替制

給　与▶時給1,200～1,500円
休　日▶土、日

◆ 夜勤専属可！シール貼りの軽作業/千歳市

給　与▶時給1,000円～
時　間▶ 9:00～13:30、 

13:30～18:00、 
18:00～22:00

休　日▶水、日

◆ 大手食品工場での検品・仕分け・箱詰め/恵庭市
☆選べる時間帯

給　与▶ 時給1,100～1,375円
時　間▶ 8:20～17:00、17:00～

25:40、24:00～翌8:40
休　日▶ 土、日、祝、他 

※大型連休有

◆ 簡単機械オペレーター/安平町富岡
☆日勤のみも可☆千歳駅より車で 18分

新規オープンにつき大募集‼
◆新規オープンのクリーニング工場でのリネンのカンタン仕分け/千歳市

時　間▶ 8:30～17:30 
※繁忙期は月10～15h程度の残業有

給　与▶時給1,100円～
休　日▶シフト制（日曜日＋平日）

0120-116-377
受付時間/8:00～18:00　定休日/土・日

苫小牧市旭町3丁目7-6グランドール旭町1F

労働者派遣事業 （派）01-301336
有料職業紹介事業 01-ユ-300541
㈱ホットスタッフ苫小牧

とりあえず 
登録もOK！

お仕事多数 Webで見つけよう♬

千歳・恵庭・他 派 工場内作業、洗車、機械オペレーター、倉庫内作業

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

アットホームで和やか 
な職場環境です♪

◆医療事務
仕　事▶受付業務
資　格▶経験者優遇
給　与▶時給1,000円
勤　務▶ 週2～3日（1日4h程度）　※応相談 

※土曜勤務可能な方歓迎
時　間▶ 月・土/8:30～12:30 

火～金/8:30～17:30 
※上記の時間帯でシフト制、時間応相談

休　日▶ 日・祝、GW、年末年始
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

午前・午後どちらの勤務も可能な方歓迎！

☎0123-29-7037 担当/髙橋

恵庭市黄金中央1丁目4-3
恵庭ふじたクリニック医療法人社団 健仁会

恵庭 パ 医療事務

ITに関する基礎的知識を証明する､経済産業省認定
の国家資格。
IT関係だけではなく､業種･職種問わず､あらゆる分
野で活躍できる資格
です。
試験は｢ストラテジ系
(経営全般)｣､｢マネジ
メント系(IT管理)｣､｢
テクノロジ系(IT技
術)｣の3つで構成され
ています。

まずはお気軽にお電話ください！

仕　事▶ 駐車場管理業務、 
駐車場⇔空港間の送迎業務

資　格▶ 要普通免許、自力通勤可能な方
給　与▶時給950円
時　間▶  6:00～22:00の間で実働5～6h
勤　務▶ 週3～4日
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、車通勤可

千歳市美々1292-206

☎0123-23-1111
サンパーキング (株)さいたさいた

駐車場管理
ドライバー

募
集

千歳 ア パ 駐車場管理、ドライバー

◆【アルバイト】洋生菓子の製造全般
時　間▶ ①17:00～22:00 

②7:00～12:00
給　与▶ 時給1,050円
勤　務▶ 月12～15日　※年中無休のため、シフト制

恵庭市戸磯 
201-20

㈱ デザートランド 
北海道工場

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡「Ｑ人ナビを
見た」とお伝えください！お気軽にお電話を！随時受付♪
応 募 ☎0123-34-0800

◆【パート】洋生菓子の製造、洗浄・荷受け、衛生
時　間▶ 【フルタイム】①9:00～18:00（8:00～17:00）

　　　　　　②12:00～21:00 
 【短時間】 ①9:00～14:00 ②12:00～17:00 

給　与▶ 時給970円
勤　務▶シフト勤務可能

有名コンビニスイーツ

年間休日が増えました！
★ 男 女 と も に 活 躍 中♪

 フルタイムでも急な対応や時間の調整を致します♪

★ 未 経 験 者 歓 迎！

友達同士の応募も大歓迎！
資　格▶ 未経験者歓迎
待　遇▶ 各社保険完備（勤務時間による）、昇給年1回、 

有給休暇制度、産後休暇、育児休暇、制服貸与、 
車通勤可、交通費規定支給、正社員のみ賞与年2回、
退職金制度（勤続5年以上が対象）

共
通
項
目

◆【正社員】洋生菓子の製造全般 
時　間▶基本9:00～18:00　※早出、遅出有
給　与▶ 高校新卒/月給171,730円 

25歳以上、大学新卒/月給201,170円 
※残業手当、深夜割増手当（経験・能力等を考慮） 
※委細面談

休　日▶ 年間120日、月8～10日　※月の勤務日数による

【正・ア】
商品の仕分け・ 

出荷作業製造準備等も有

未経験者も大歓迎
恵庭 正 ア 製造パ 製造、洗浄・荷受け、衛生

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

千歳 ア 小・中学校のICT活用サポート


