
2022年7月1日（金）ちゃんと 16

☎0123-23-1108応募 【14時以降】

海鮮亭 千歳市清水町
2丁目28

仕　事▶ 注文受け、配膳業務等 ※10～50代、男女共に活躍中
資　格▶ 経験・年齢・性別不問、WワークOK、主婦（夫）、学生

OK(高校生不可）
給　与▶時給1,000円～ ※22時以降深夜割増有
時　間▶ 17:00～24:00の間で1日3h～OK  

※入り時間も応相談
勤　務▶ 週1～6日で応相談 ※シフトは月毎に作成（テスト

休み・学校行事・お子様のご都合等ご相談ください。）
待　遇▶ 雇用・労災保険、車通勤可、駐車場有、 

昇給有、大入手当支給、正社員登用制度有

正社員も同時募集! ※委細面談
ホール及び調理師見習い 月給23万円～（経験による）

大入手当支給!!時 
給 50～200円 UP
千歳 ア パ ホールスタッフ

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3～4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
恵庭 パ 清掃

WワークもOK
日数応相談

スタッフ
募集！

仕　事▶ルームメイク（客室の清掃・準備）
資　格▶ 年齢不問、未経験者歓迎、 

土日祝も勤務できる方歓迎
給　与▶ 時給930円～ ※試用期間有
時　間▶10:00～14:00 ※稼働状況による 
勤　務▶週2～5日程度
待　遇▶ 交通費規定支給、皆勤手当当社規定により支給

仕　事▶ フロント業務、予約受付、他一般業務
資　格▶ 未経験者歓迎
時　間▶ ①17:00～翌9:00　②19:00～翌9:00 

 ※時間相談可
給　与▶ ①日給9,500円～ 

②日給7,500円～
勤　務▶ 週2～3日
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、試用期間有

シニアの方
活躍中 !

千歳市錦町
2丁目10-3ビジネスホテル ホーリン

担当/さいとう

☎0123-23-1166
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください。
詳細は面談にて。

年齢
不問

未 経 験 者 歓 迎！
ア ル バ イト ･ パ ー ト 募 集 ‼

◆ナイトフロントスタッフ

◆ルームメイク

千歳 ア パ ルームメイク、フロント

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちいただくかご郵送ください。

担当/ 尾田☎0123-26-1155
千歳市千代田町
6丁目1番地

仕　事▶ 注文受け、配膳・下げ膳等
時　間▶ 17:00～22:00の間で応相談

◆ 居酒屋ホールスタッフ

仕　事▶ 朝食バイキング会場でのホール業務
時　間▶ 5:00～9:30

◆ 朝食バイキングスタッフ

資　格▶ 年齢不問、シルバー世代歓迎
勤　務▶週3～5日　※応相談
給　与▶ 時給900円～ 

※研修期間2週間/時給889円
待　遇▶ 社保完備、希望休日取得可、 

制服貸与、交通費規定支給、 
車通勤可（無料駐車場有）

共通項目

★ベッドメイクスタッフも同時募集 ※委細面談

7、8月のみの
短期アルバイトも同時募集！

学生 
歓迎

急募

千歳 ア パ ホール

期　間▶長期
仕　事▶  以下の仕事内容から面接結果を踏まえて決定い

たします。★専門知識は不要です！ 
・自社開発システムへの登録修正、印刷業務 
・寄附者、返礼品事業者とのメール、電話業務 
・返礼品掲載ページ登録修正業務 
・返礼品受発注業務 
・一般事務業務

資　格▶ 学歴不問、主婦(夫)歓迎、未経験歓迎、メール対応 
できる方歓迎、簡単なパソコン操作ができる方

給　与▶時給1,000円 
時　間▶ 8:30～17:30（実働8h ※応相談）
勤　務▶  週5日　　　休　日▶ 土日祝
待　遇▶ 各種社会保険完備、交通費規定支給、有給休暇、 

マイカー通勤可（一定条件有）
勤務先▶ 恵庭市京町56-1 MY恵庭ビル5階

【個人情報収集同意書】 
下記URLからダウンロードお願いします。
https://www.ccs1981.jp/careers/img/ccs_recruit_personal_info.pdf

面接日当日、写真付き履歴書・個人情報の収集同意書をご提出いただきます。

メールもしくはお電話でご連絡ください！ 
まずは勤務先（恵庭）にて面接を行います。

応 募

☎011-700-5588（札幌支社）
saiyo@ccs1981.jp

恵庭市京町56-1 MY恵庭ビル5階 https://www.ccs1981.jp/

中央コンピューターサービス㈱ 
恵庭ビジネスデザインセンター

ふるさと納税に係る業務全般のお仕事です！

業務拡大につき増員募集！
長期 5名 未経者歓迎

恵庭 契 一般事務業務

仕　事▶ホテル等へ、リネンのルート配送
資　格▶ 未経験者歓迎、高卒以上、 

要普通免許（平成19年6月以降免許取得者は 
要中型免許、AT限定不可）

給　与▶ 月給200,000円以上 
※残業手当含む

時　間▶ 5:00～14:00  ※休憩1h 
※残業有（月20～30h程度）

休　日▶シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可

★ホテル配送業務拡大のため増員 千歳支店

2・4t箱車ドライバー
募集中!!

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。 

千歳支店

☎0123-24-2126【受付】 
9～17時

千歳 契 2・4t箱車ドライバー

●決められたルートの配送です♪
●未経験者歓迎!

〒066-0077 千歳市上長都1050番地1

［紹介予定派遣］介護補助スタッフ
資　格▶ 有資格者・無資格者共に可
期　間▶ 派遣社員として研修開始から3ヶ月後、 

双方合意の上で直接雇用予定
時　間▶  8:00～17:00、8:30～17:30、 

9:00～18:00、10:00～19:00など 
※扶養内などの短時間勤務も相談可能

給　与▶ 経験者/時給1,229円～ 
未経験者/時給1,048円～

勤　務▶ 週休2日、シフト制 
※週3～4日の勤務も相談可能

待　遇▶ 社会保険完備、交通費全額支給、車通勤OK
勤務先▶ 千歳・恵庭市、長沼町等の施設からお選びいただ

けます（デイサービス・グループホーム等）。

■一般労働者派遣事業許可番号（派13-304719）
■有料職業紹介事業許可番号（13-ユ-304566）

札幌市中央区北4条西6-1 毎日札幌会館6階
㈱シグマスタッフ 札幌支店

資格取得
支援も有!!

北海道委託　令和4年度
潜在的介護職員等活用推進事業

お気軽にお電話ください。
面接は千歳・恵庭市内および各地域で行います。

0120-933-797

★職場見学OK！ ★異業種からの転職も大歓迎！
★ 勤務先がご希望に合わなければ、他の事業所等を 
ご紹介いたします。

選べる勤務先！

20ヶ所
以上の施設から

千歳市

長沼町など
恵庭市

未経験･無資格

OK!

夜勤なし！ 残業なし！ 固定シフト 
OK!

正社員を目指せます！
安定勤務の

★身体介助なしのお仕事もあり！

千歳・恵庭・他 派 介護補助スタッフ（紹介予定派遣）

応 募

☎0123-27-0911千歳市北斗4丁目13番20号

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

お気軽に 
お問い合わせください♪

仕　事▶ 「ちゃんと」の配布員さんの
管理、チラシの仕分け等、 
配布業務全般

資　格▶ 未経験者歓迎、 
PC操作(Excel)可能な方、 
車通勤できる方、健康で 
体力に自信のある方

給　与▶時給950円
時　間▶ 9:00～16:00 ※応相談
勤　務▶月～金
待　遇▶ 交通費規定支給、 

正社員登用制度有

千歳・恵庭 パ 配布管理業務員

ソーシャルワーカー

知ってるようで、
 知らない

【福祉】生活する上で困っている人々や、生活に不安を抱えている人々、社会的に疎外されている人々
に対して、治療者とは異なる立場から、総合的かつ包括的な援助を提供する社会福祉専門職の総称。

 ◆ 車両の清掃作業または店舗での接客（9月末まで）
給　与▶時給900～1,050円+交通費
時　間▶ 8:00～19:00の間で実働4h～で相談可
休　日▶週2～3日　※シフト制
勤務先▶千歳市

給　与▶時給1,000円+交通費
時　間▶ 9:00～17:00
休　日▶週2～3日　※シフト制
勤務先▶千歳市

9:00～12:00
千歳市民文化センター 
4F 小会議室2

火7月5日千
歳
市

9:00～12:00
恵庭市民会館 
2F 小会議室

金7月8日恵
庭
市

 ◆ 野菜の選別作業（9月末まで）

http://www.imp-link.co.jp/chitose/

㈱ヒューマンインプリンク 千歳支社

千歳市柏台南1丁目3-1
一般労働者派遣事業/派01-300271有料職業紹介事業/01-ユ-300107

☎0123-25-3221

土日も対応致します！ 
まずは電話、HP、二次元コードから 
お問合せください★彡

7 月のお仕事相談会　開催情報
千歳 派 野菜の選別ア 車両清掃・接客

〈来場特典〉当日ご来場の方全員にBOXティッシュ1箱プレゼント！
事前にご予約頂いた方には・・・
BOXティッシュ1パック（5箱入り）プレゼント！ヾ(*́ ∀` *) ﾉ

恵庭 ア パ 交通誘導警備

スタッフ募集!!

千歳市青葉5丁目6-10　http://www.hotal-web.com

時　間▶ ①9:00～15:00、19:00～翌1:00 
②14:00～18:00

給　与▶ 時給940円 
※22:00以降/時給1,175円 
※試用期間/同条件

勤　務▶ ①週2日程度 
②土・日・祝

電話の上､写真付履歴書をお持ちください｡ 担当/國田

ホ テ ル 　 　 　 　 　 ホ タ ル 全室Wi-Fi
完備

0123-40-2077 090-2511-4127

◆ ベッドメイク

千歳 パ ベッドメイク


