
2022年5月27日（金） ちゃんと13

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

千歳市千代田町7丁目1789
千歳ステーションプラザ5F

採用係☎26-4182応募

《共通項目》 
時　間▶ 月・火・木/8:30～20:00（休憩90分） 

金/8:30～18:30（休憩90分） 
土・日/8:30～13:00

　　　　平日（週2日）/14:30～20:00 
　　　　金（隔週）/8:30～16:00 
勤　務▶ シフト制
休　日▶水曜日、第2・4土曜日、祝日、年末、お盆
待　遇▶ 各社保完備、賞与有、交通費全額支給、制服貸与、 

昇給有、暖房手当有、他委細面談にて

事前見学 
OK

給　与▶ 月給220,000円～　※試用期間有/時給970円
◆ 歯科衛生士

◆ 歯科助手
給　与▶ 月給170,000円～　※試用期間有/時給890円

千歳 正 歯科衛生士、歯科助手

(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

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
合否は5日以内にご連絡致します。お気軽にご相談ください。

☎33-8225 ［担当］採用係

◆レンゴー（株）恵庭工場/恵庭市戸磯
仕　事▶事務厚生棟、工場棟の日常清掃業務
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給900円
時　間▶8:00～12:00 ※実働4h
勤　務▶週3日程度　※応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

清掃スタッフ
募集

未経験者
歓迎

勤務日数
応相談

恵庭 パ 清掃

千歳支店
〒066-0077 千歳市上長都1050番地1

仕　事▶ 一般クリーニングの仕上げ
時　間▶ 9:00～17:00 

★9:00～16:00もOK！
勤　務▶ 週4日以上（シフト制）
給　与▶ 時給889円
待　遇▶ バス送迎有、交通費規定支給
勤務先▶ エンパイアー千歳支店

千歳 パ 工場軽作業

バス送迎あり! 働きやすい環境です。
電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。 

委細面談にて決定致します。 

☎24-2126【工場内軽作業】担当/吉野

長期パート募集中！

千歳市桜木3丁目1-1
ラブアリス千歳桜木児童通所支援センター

☎0123-23-0081採用担当

まずはメールかお電話でご連絡ください。

lovealice.chitose@gmail.com

★正社員も同時募集♪

千歳 パ 児童デイサービススタッフ
パート募集
無資格OK!

資　格▶ 教員免許、保育士、児童指導員要件を満たす方、 
無資格でも応募可、要普通免許

時　間▶13:00～18:00 ※時間応相談
給　与▶ 有資格者/時給1,000円～ 

無資格者/時給950円～
勤　務▶週2日～
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、試用期間6ヶ月有

増員募集

勤務日数や時間はご相談ください
旭ケ丘店スタッフ

募集
資　格▶ 未経験者歓迎
時　間▶ ①5:00～9:00　②13:00～17:00
給　与▶ 時給889円 

※5時～早朝手当有
勤　務▶ 週2回～（応相談） ※土日祝のみでもOK
待　遇▶制服貸与、車通勤可、評価に応じて昇給有

セブンイレブン千歳旭ケ丘店
担当/採用係 千歳市旭ケ丘1丁目1-3

☎0123-21-8282

千歳 ア パ 店内業務全般

フェスタ終了後も 
継続可能です！

担当/三浦☎33-6000
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

ガーデンフェスタ2022 まもなく開催、 
警備員大募集‼

資　格▶未経験者・経験者・資格保有者尚可
給　与▶ 時給1,200円 

※教育期間/時給1,000円
時　間▶9:00～18:00
休　日▶シフト制
期　間▶令和4年6月25日～7月24日
待　遇▶ 労災保険、資格手当有、 

社員登用の途有、法定教育有、寮有、 
資格取得支援制度有、入社書類会社負担、 
交通費規定支給(教育期間中は交通費込)

アイルコーポレーション㈱ 恵庭市中島町
1丁目13-7

イベント会場及び駐車場における誘導です。
★道と川の駅　花ロードえにわ、はなふる会場

★ 費用会社負担で資格取得可能！

【未経験者歓迎】
女性・シニアも活躍できる環境です!

週払い可
寮あり

期間は令和 4 年 6月25日～7月24日
仕事に就く前に教育及び研修があります。

※教育・研修中も賃金が発生します。

一般警備員同時募集‼

恵庭 ア パ 警備、誘導

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

電話連絡の上、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）

荷物の
仕分け

勤務先▶千歳市泉沢
仕　事▶かご台車を使用しての配達荷物の仕分け
期　間▶即日～長期　　
資　格▶ 未経験者歓迎、車通勤可能な方
給　与▶ 時給1,000円  

※22時以降は時給1,250円
時　間▶19:00～23:00 ※4時間保障
休　日▶シフト制
待　遇▶ 各社保完備（勤務による）、交通費規定支給、 

車通勤可（無料駐車場有）、週払い制度有

WワークOK
未経験者歓迎

千歳 派 荷物の仕分け

(株)ホテルニュー王子 機内食事業部
千歳市美々 新千歳空港 ケータリングビル内

ご応 募はお電話でお願いします。
【受付】平日10～17時
【担当】渡邊・野原☎46-5983

◆ 機内食調理補助スタッフ
時　間▶ 【短時間勤務】5:00～9:00、16:00～20:00 

　　　　　　実働4h（休憩なし） 
【フルタイム】5:00～14:00、12:00～21:00 
　　　　　　実働8h（休憩1h） 
※ 勤務時間は配属部門によって異なります。 
勤務時間は固定です。

休　日▶週休2日　※シフト制
◆ 航空機内使用物品セットスタッフ
時　間▶ 7:00～16:00、9:00～18:00実働8h（休憩1h）
休　日▶月8～10日　※シフト制

給　与▶時給900円
待　遇▶ 福利厚生、交通費支給（弊社規定による）、 

従業員駐車場有（1,500円/月）、 
従業員食堂有（230円/食）

共通 
項目

千歳 パ 機内食調理補助、物品セットスタッフ

時　間▶ 17:30～20:00（実働2.5h）
休　日▶土・日・祝、年末年始

待　遇▶交通費規定支給、制服貸与
給　与▶ 時給900円～ 

※22:00～翌5:00/時給1,125円～

共通項目

◆雇用保険有/④のみ社会保険有
時　間▶ ①8:00～12:00（実働4h） 

②13:00～17:00(実働4h) 
③18:00～22:00（実働4h） 
④22:00～翌6:00(実働7h) 
※固定シフト

勤　務▶ 3勤1～2休　※④は日数応相談

【千歳】新千歳空港（千歳市美々）

時　間▶ 9:00～14:00（実働5h）
休　日▶土・日・祝、年末年始　※12月は勤務有

◆雇用保険有
【千歳】ヤマト運輸（千歳市泉沢）

【千歳】公立千歳科学技術大学

時　間▶ 8:00～11:30（実働3.5h）
休　日▶土・日・指定日、年末年始

時　間▶ 8:00～11:00（実働3h）
休　日▶土・日・祝、年末年始

【恵庭】恵庭市盤尻

【恵庭】恵庭市役所

時　間▶ 8:30～14:30（実働5.5h） 
水・日/8:30～16:30（実働7h）

勤　務▶ 月15日程度、1勤1休

◆雇用保険有
【恵庭】フルールハピネス（恵庭市和光町）

☎0123-24-7787 担当/金子
電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

■ビルメンテナンス 廃棄物収集運搬処理 ハウスクリーニング
千歳市流通
1丁目4番7号

〒066-0019

Web応募も 
出来ます!

募

集清掃スタッフ
千歳・恵庭 パ 清掃

市内送迎有

WワークOK

〒061-1395
恵庭市恵み野西2丁目3-5

社会医療法人 北晨会

恵み野病院
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-36-7555 受付/9～17時
担当/看護部長 佐藤

正職員募集
恵み野病院社会医療法人 北晨会

透析センター看護師 透析センター看護助手

休　日▶ 日曜、他、シフト制
待　遇▶ 各社保完備、賞与年2回（昨年実績3.95ヶ月）、退職金制度（3年以上勤務者）、 

通勤手当（上限45,000円）、昇給有、リフレッシュ休暇有、車通勤可

共通
項目

24時間対応の院内保育所有!  
子育て世代も安心して働けます。

仕　事▶ 患者案内など簡単な業務です。
時　間▶ 平日8:30～17:05 

第1・3・5土曜日8:30～14:00
給　与▶ 月156,300円～249,600円 

（各種手当含む）

仕　事▶ 透析センターでの看護業務全般
資　格▶ 看護師免許
時　間▶ 8:30～17:05 

13:00～22:30　※待機有
給　与▶ 月221,500～356,000円 

（各種手当含む）+待機手当、 
残業手当

恵庭 正 透析センター看護師、透析センター看護助手

電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

恵庭市牧場281-2
〒061-1421らくだ軒 恵庭店

☎39-2821応募 受付/10～17時 
担当/古名（フルナ）

スタッフ
★JR恵庭駅から
無料送迎バス有

らくだ軒

仕　事▶ イタリアンレストランでの接客業務、 
ピザやパスタの調理業務、食器洗浄等

時　間▶ 9:00～18:00の間で 
3～8h（時間帯応相談）

資　格▶ 経験者・未経験歓迎、学生歓迎、高校生可
給　与▶ 一般/時給1,000円 

（4～10月の土日祝は＋50円で 
 時給1,050円）　 
高校生/時給950円～

勤　務▶ 週1～5日、1週間毎の 
シフト制（勤務日数応相談）

待　遇▶ 無料送迎バス有（JR恵庭駅から）、交通
費規定支給、車通勤可、食事補助制度有、
制服貸与、労災保険、有給休暇制度有、
65歳定年制（定年雇い止めのため）

急募！

恵庭 ア パ ホールスタッフ、キッチンスタッフ

仕　事▶ ロバパン恵庭工場からスーパー等へ、 
パン等を配送する業務

資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇、 
要普通免許（AT限定不可）

給　与▶ 正社員/月給260,000円 
嘱託/月給250,000円 
※いずれも試用期間同条件 
※深夜・残業・家族手当・交通費含む

時　間▶ ①23:00～翌11:00 
②0:00～12:00 
③1:00～13:00 
※実働11h　※シフト制 
※多少の変動・残業有

休　日▶ 月8日 ※シフト制 ★連休も可
待　遇▶ 各社保完備、車通勤可、制服貸与 

交通費規定支給（上限15,000円まで）、 
※福利厚生で、札幌ドーム野球観戦 
チケット、ゴルフ会員権、夏祭り

・決まったルートの固定配送
・交通量の少ない深夜のスタート
・覚えるまでしっかりサポート
・休日は可能な限り希望を叶えます。
正社員 嘱託

札幌市白石区米里3条3丁目6-24 

しらいトランク・サポート株式会社 
☎011-871-2626 担当/高橋

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は、しらいトランク・サポート㈱車両センター
で行います。（札幌市白石区東米里2178-1）

普通免許でOK
未経験者も歓迎！

恵庭 正 嘱 ルート配送ドライバー

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▶ 新千歳空港専属のタクシー運転手
時　間▶ 日勤/7:30～21:00の間で実働8h
勤　務▶シフト制
給　与▶ 月給18万～30万円
資　格▶ 普通二種以上

〈正社員〉

空港専属 
タクシー 
乗務員

恵庭 正 トラック・バス・タクシー乗務員

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〉

マイクロバス
乗務員

 ★女性も活躍できる♪




