
2022年6月3日（金）ちゃんと 12

時　間▶ 8:50～12:20の間で実働3.5h
勤　務▶月曜日　月2～4日

時　間▶ 9:00～12:00の間で実働1.5h 
★時間応相談、あなたの都合でOK！

勤　務▶月5日　※応相談

給　与▶ 時給1,000円 
（交通費含む)

共通項目

㈱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

☎33-8225［担当］採用係まずはお電話ください。

Wワーク
OK！

◆ 恵庭市黄金ふれあいセンター

★車通勤可能な方！

★制服貸与 ★お近くの方大歓迎♪

◆ 恵庭市内のマンションの共用部分の清掃

恵庭 パ 清掃スタッフ
＼仕事探すなら／

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

千歳市千代田町2-2-10

まずはお気軽にお電話ください。担当/金子

☎0123-24-2111
ホテルウィングインターナショナル千歳

仕　事▶ ホテル内レストランでのお客様のご案内や 
飲食の注文受け・配膳等

給　与▶ 時給1,000円～
時　間▶ 17:00～21:00または22:00 ※応相談

◆レストランホールスタッフ　★正社員登用制度有

資　格▶ 未経験者歓迎
勤　務▶ 週2日～OK ※平日のみ・土日のみの勤務可
待　遇▶ 各社保完備（勤務による)、交通費規定支給、

車通勤可（無料駐車場完備）、昇給有、制服
貸与、ホールスタッフのみ賄い有

共
通
項
目

ホール・清掃スタッフ 
募集♪

主婦（夫）歓迎！WワークOK!

未経験者
歓迎♪

仕　事▶ 客室清掃・ベッドメイクなど 
給　与▶時給890円～
時　間▶9:30～15:00（実働5.5h）

◆客室清掃スタッフ　★女性活躍中！

千歳 パ ホールスタッフ、清掃スタッフ

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

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、賞与有、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

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

給　与▶時給1,050円～
時　間▶ 8:30～17:30（実働7.5h）
休　日▶ 週休2日　シフト制

期間：6月中旬～9月

◆ 車の洗車・車内清掃作業

給　与▶時給1,030円～　※22時以降深夜割増有
時　間▶ ①8:00～16:00（実働7h） 

②9:00～16:00（実働6h） 
③16:00～24:00（実働7h）

休　日▶ 土日祝休み　※企業カレンダーによる

期間：6月中旬～11月　最長翌2月

◆ 原料野菜の選別・検査・箱詰め作業

給　与▶時給1,000円
時　間▶ 8:30～17:30（実働7.5h）
勤　務▶シフト制　※週3日からOK

期間：6月中旬～12月

◆ 野菜の選果作業

給　与▶時給1,100円～
時　間▶ 8:30～17:30（実働7.5h）

期間：6月中旬～12月

◆ 野菜の選果場でのリフト作業

給　与▶時給1,050円
時　間▶ 8:00～17:00（実働8h）
休　日▶土日祝　※企業カレンダーによる

期間：即日～通年

◆ 建設資材製造作業

給　与▶時給1,050円　※22時以降深夜割増有
時　間▶ ①8:20～17:00（実働7.8h） 

②16:00～翌1:20（実働7.8h） 
③24:00～翌9:00（実働7.8h）

休　日▶土日祝　※企業カレンダーによる

期間：即日～通年

◆ 自動車部品製造・検品作業

4名募集

14名募集

11名募集

2名募集

待　遇▶交通費規定支給
勤務先▶千歳市内

応 募
☎0120-900-110 担当/三宅

(株)セイショウ 千歳営業所
千歳市朝日町8丁目1206番地51
労働者派遣事業（派01-300201）

早い者勝ち！！ 
男女ともに楽しく 
明るく働けます♪

千歳 派 洗車、製造、食品加工

共通項目

男女共に活躍中！

男女共に活躍中！

お仕事相談会開催

予約不要 日 
時
6/ 木9
10:00～15:00

会 
場

東雲会館　7号集会室

・千歳市社会福祉協議会 
・市役所

駐車場

お仕事
ファイル

体力

きれい好き度

コミュニケーション能力

駅やオフィスなど施設内の清掃、ゴミ回収を行う職業。他にも病院では専用
器具の清掃や、ホテルではシーツやタオルを交換なども行います。

あったら
いいかも
資格

あったら
いいかも
スキル

黙
々
と
作
業
す
る
の
が
好
き
な
人
に

オ
ス
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メ

清掃員

なし

千歳

デザイナー募集

仕　事▶「Q人ナビ」「ちゃんと」の紙面・広告制作
給　与▶ 月200,000円以上 ※経験により優遇
資　格▶ Illustrator・Photoshopの基本操作必須 

★InDesign使用できれば尚可 
★Webの知識がある方尚可

時　間▶ 9:00～18:00（休憩95分） 
※月曜は若干の残業があります。

休　日▶日曜、他4週6休
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、昇給・賞与有（業績による）、 

諸手当有、車通勤可、試用期間1ヶ月位有

正 デザイナー

◆ 正社員

★ デザイン未経験者も応募可！
★ デザイン業務経験者大歓迎！

〒066-0073 千歳市北斗4丁目13-20

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行 まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-27-0911
採用担当/葉多埜・髙橋

Ai Ps

千歳 期 公園管理

〒066-0281 千歳市支笏湖温泉 支笏湖ビジターセンター内

まずはお気軽にお電話ください。

☎25-2453
自然公園財団支笏湖支部一般

財団法人

受付/10:00～15:30
担当/木林・佐々木

期　間▶7月上旬～9月中旬頃まで
仕　事▶ 国立公園支笏湖地域の特定外来 

植物オオハンゴンソウの除去作業。除去した 
雑草をトラックに積込み集積所まで運搬します。

資　格▶ 要普通免許（車通勤可能な方）
時　間▶  8:30～17:30
給　与▶日給7,500円
勤　務▶上記期間内で20日程度 ※シフト制（主に平日）
待　遇▶ 交通費規定支給 

オオハンゴンソウ

短期スタッフ募集
支笏湖ビジターセンター

時　間▶   8:30～17:00、20:30～翌5:00
勤　務▶ 5勤2休もしくは4勤2休
給　与▶   時給1,100円～ 

※22時以降/時給1,375円
期　間▶ 長期（3ヶ月毎更新）
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、 

車通勤可（P完備）、制服貸与、 
社員登用有

勤務先▶恵庭市戸磯

仕　事▶ ①レストランの洗い場での食器等の洗浄 
②レストランのデザートコーナーでの販売接客

時　間▶ 9:00～15:00、10:00～15:00
勤　務▶ 4週8休（シフト制）
給　与▶ 時給1,200円
期　間▶ 即日～11/15まで
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可
勤務先▶苫小牧市美沢（新千歳空港より車で15分）

0120-095-350
当社HPお問合せフォームからも応募できます。

https://speed-hokkaido.jp/

◆ 電子基盤製造 ◆ テーマパーク内レストランスタッフ

日勤のみ 
OK!

軽作業が
中心です

選べる
職種

働きやすい 
時間帯

函館市新川町1-24  R4TM新川町 5F

株式会社

スピード北海道

一般労働者派遣事業（派01-300425） 有料職業紹介事業（01-ユ-300238）出張面接や、電話面接も応相談

恵庭・その他 派 製造、レストランスタッフ


