
2022年5月13日（金） ちゃんと11

学生さん 主婦（夫）さん
フリーターさん

千歳市清流8丁目1-1
千歳根志越店

まずはお気軽に
お電話ください。 担当/関☎23-2397

時　間▶  ①5:30～8:00（9:00） 
②13:00～17:00 
③17:00～21:00 ★高校生歓迎！ 
④21:00～24:00

給　与▶ ①④時給1,100円 ②時給900円 
③時給900円 ※高校生/時給890円 
※研修期間2週間は時給889円

勤　務▶ 週2日以上で相談に応じます。
待　遇▶ 雇用・労災保険、勤務時間により社保加入可、 

制服貸与、車通勤可、交通費規定支給いたします。

大歓迎 ! !

千歳 ア パ 店内業務全般

正社員募集
仕　事▶ 管理物件の清掃（主に夜間）
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 月給210,000～321,500円 ※年齢・経験による 

※試用期間3ヶ月/時給1,112円(日勤の場合/時給900円)
時　間▶ 18:00～翌6:00の間で実働8h 

※9:00～18:00（日勤）の場合も有
勤　務▶ シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与
勤務先▶ 恵庭市内

〒061-1432 恵庭市恵央町8-1㈱ウエスト
担当/平井

まずは、お気軽にお電話ください。

070-6951-3755

未経験者歓迎！
恵庭 正 清掃スタッフ

★キレイで清潔な環境！ ★土日お休み！
◆恵庭工場（恵庭市恵南1番地）
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶ 6:00～15:00、9:00～18:00、 

18:00～翌3:00
給　与▶ 時給890円～+交通費規定支給 

※22:00～翌5:00/深夜手当有
休　日▶ 土日 ※他工場指定の休日有
待　遇▶ 各種社会保険完備、 

有給休暇有、制服貸与、 
昇給有（人事考課による）、 
車通勤可、交通費規定支給

株式会社エフビーエス
〒061-1411　恵庭市恵南1番地恵庭工場

☎34-6866
まずはお気軽にお電話ください。

受付/9～17時 
担当/石橋

セブン-イレブンジャパン向けパンの
生地を製造している会社です。

スタッフ募集!
パン製造

恵庭 パ 製造

仕　事▶ 新千歳空港内の巡回、他業務
資　格▶ 普通(中型)免許、車通勤できる方
給　与▶ 月給160,000円～ ※深夜割増含む 

※資格手当有/10,000円迄 
※入社後、資格取得制度有

時　間▶ 日勤/7:30～16:30 
夜勤/16:30～翌7:30   
（シフト交替制）

休　日▶ 月7～9日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

制服貸与、正社員登用制度有

空港施設
警備員 募

集

北海道東急ビルマネジメント㈱
千歳・苫小牧営業所

〒066-0027 千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F

担当/
スズキ☎0123-22-1090

問合せだけでもOK、まずはお電話ください。

千歳 契 空港施設警備員

正社員 
登用有

仕　事▶ まかない作り、洗濯等
資　格▶ 未経験者歓迎、60歳まで(定年雇い止めのため) 

※再雇用制度有/65歳まで
給　与▶ 日給6,700円 ※頑張り次第で昇給有
時　間▶ 8:30～16:30（休憩有）
勤　務▶週2～3日（シフト制 ）
待　遇▶交通費補助有

☎23-2216電話連絡の上、写真付履歴書を
お持ちください。【担当】岩崎

㈱西洋軒 千歳市千代田町
1丁目1-7

RESTAURANT

SEIYOKENSEIYOKEN

裏方のお仕事です。接客はありません。

★扶養内勤務OK! ★頑張り次第で昇給有!

簡単な家庭料理が 
出来れば大丈夫です♪

千歳 パ 炊事係

まずはお気軽にお電話ください。面接は現地で行います。

仕　事▶ 自衛隊内にある売店での品出し・レジ・清掃等
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給906円～ ※昇給有
時　間▶[平日] 15:00～20:00の間で実働4～5h
　　　　[土・日・祝]10:00～15:00
勤　務▶週4～5日
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、 

車通勤可（無料駐車場有）、有給休暇、 
制服（エプロン）貸与、試用期間3ヶ月有

勤務先▶ 東千歳駐屯地 東厚生センター内

千歳市祝梅1016
☎0123-40-2531
㈲ティーワイコーポレーション 東千歳店

担当/五
い か り
十里

勤務時間、ご相談ください!
◆売店スタッフ

千歳 パ 店内業務全般

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

待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、退職金有、 
交通費実費支給（上限有）、週払いOK（規定有）

共通項目

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♬

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）

千歳 派 工場内作業、軽作業

千歳・恵庭で 
49案件！

高時給 
あり！

現地
面談可

3日払い 
OK

仕　事▶ ⓐ馬が別棟にいる間に、敷いてあるワラを取り替える作業 
ⓑエサが入っている器の洗浄 
ⓒ厩舎および厩舎周辺の掃き掃除 
※ⓐ～ⓒを3～4人で分担

時　間▶ 6:00～9:00
給　与▶ 時給1,000円 

※月収例/月26日勤務の場合、 
　月78,000円

勤　務▶ ①週6日　②週5日　※①②選択可
休　日▶ ［週6日勤務］日曜定休、夏季・冬季休暇 

［週5日勤務］週休2日制（日曜、他1日）
待　遇▶ 労災保険、車通勤可、交通費規定支給、 

夏季・冬季ミニボーナス有、忘年会等の
イベント有、定期健康診断、食堂利用可

勤務先▶ ノーザンファーム早来 
（勇払郡安平町早来源武275）勇払郡安平町早来源武275

0120-15-1143
行こう！ いいホース

応 募

面接日は相談の上決定します。まずはご連絡ください！

牧場作業
スタッフ募集!!

《週5日 or 週6日 働き方選べます！》

千歳駅から約25分
沼ノ端駅から約20分

職場見学
まずは

してみませんか？

★ WワークOK！
★   年2回ミニ 
ボーナス支給

安平 パ 牧場作業

未経験者でもOK！

〒066-0023　千歳市寿1丁目6-3
（有）道央グリンサービス

【受付/9～18時】
担当/杉本

まずはお気軽にお電話ください。

☎24-9262

仕　事▶  公園の維持管理（樹木の剪定、草刈）、 
一般住宅の外構・庭設計、施工等の業務、 
冬期は除雪等

資　格▶ 要普免、未経験者歓迎
給　与▶ 正社員/月給200,000～280,000円 

　　　 ※試用期間有 
パート/日給9,000円～

時　間▶ 8:00～17:00
休　日▶  日曜、祝日、GW、お盆他
待　遇▶  雇用、労災、建設国保加入

残り 
1名

千歳 正 パ 公園の維持管理

給　与▶ ［一般］時給900円　［学生］時給890円
時　間▶ 13:00～21:00、 

17:00～21:00、 
13:00～18:00の間で4時間

2名募集

2名募集

☎39-7777
島松店 恵庭市島松旭町1丁目1-1

給　与▶ ［一般］時給905円　［学生］時給890円
時　間▶ 17:00～21:00
勤　務▶ 週3～4日

待　遇▶ 制服付与、交通費規定支給、 
車通勤可

応募
恵み野店 恵庭市恵み野西3丁目1

☎36-2980

応募

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32

〈共通項目〉

[応募］希望の店舗に電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。担当/店長

Web応募

Web応募

恵庭 ア パ レジ

今
回
は の募集です

レジ
スタッフ

(株)東洋実業 恵庭営業所
恵庭市黄金中央1丁目13-11  クレール黄金1F

応募 ☎33-8225 ［担当］
採用係

仕　事▶設備運転保守管理業務
資　格▶ 危険物乙4以上 

※ボイラー・電気工事士等、設備関係の資格があれば尚可
時　間▶6:45～12:00　※実働5.25h
給　与▶時給1,200円
勤　務▶月13日程度
待　遇▶制服貸与、車通勤可
勤務先▶ さけます・内水面水産試験場/ 

恵庭市北柏木町3丁目373番地

設備員募集‼
恵庭 パ 設備員

島松本町1丁目
島松寿町1丁目
中島町4丁目
黄金南1・2丁目
北柏木町2丁目
文京町4丁目
美咲野1丁目
美咲野5・6丁目
和光町2丁目

みどり台南3丁目
勇舞1丁目
富丘4丁目
稲穂2丁目
若草1丁目
白樺4丁目
文京4丁目
文京5丁目
文京6丁目

恵
庭
市

千
歳
市

★ 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！ ☎0123-27-0911

応募

千歳市北斗 
4丁目13番20号

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

お友達同士や親子での応募も大歓迎！

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）
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）

配布員 募
集

年齢不問

1ヶ月休まずがんばろう！

皆勤賞 あ
り
‼

増員キャンペーンの春

自分のペースで
仕事が出来るよ！

さん
※5月末まで

お米5Kg
と

ティッシュ5箱

千歳・恵庭 委 配布員

まずは見学に来てください！
ご自宅までお迎えにあがります

障がいのある方の
ための職場です

就労継続支援
B型事業所

応募 ☎0123-25-6566

仕　事▶ ①ミシンを使用して、布や革の小物の制作 
②スマホのコーティング施行等 
③ 施設外就労 
(農家での軽作業)

　　　　④PC訓練・ネット通販
資　格▶ 障がい者手帳・受給者証をお持ちの方。 

（お持ちでない方は手続きの支援いた
します。）

給　与▶工賃時給200～最大500円
時　間▶9:30～15:30　※応相談
勤　務▶月～金　※週1日～OK　応相談
待　遇▶ ご自宅付近までの送迎も可 

食事有（自己負担/100円）

就労継続支援B型事業所カウピリ

利用者様と職員が共に支え合う職場です。

〈勤務先〉千歳市清流 2丁目 3 - 4

カウピリ

在宅就労 
応相談

千歳 パ 作業スタッフ


