
2022年7月29日（金） ちゃんと11

資　格▶自力通勤可能な方
時　間▶5:30～20:30の間で実働8h（シフト制）
給　与▶ 時給1,000円～

期　間▶ 12月末まで、もしくは翌3月末まで ※長期も応相談
時　間▶ ⓐ9:00～18:00 ⓑ9:00～13:30 ⓒ13：30～18：00

※自力通勤、その他の時間帯も応相談
給　与▶ 時給920円～

★未経験者歓迎！

正社員 募
集パート

恵庭市
北柏木町3-89㈱堀川 北海道事業部

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をご郵送ください。

☎0123-32-3221 総務・経理課

仕　事▶機械作業にて、加熱・整形加工、力仕事もあります。
時　間▶5:30～20:30の間で実働8h（シフト制）
給　与▶ 月給165,000円～

仕　事▶決まったルート営業になります。
時　間▶8:30～17:30
給　与▶ 月給185,000円～

恵庭 正 食品製造、営業パ 生産補助、製造業務

◆ 営業職/正社員

《正社員共通項目》

《パート共通項目》

◆ 食品製造職/正社員

資　格▶要普通免許 （自力通勤可能な方）
休　日▶ 4週8休（シフト制） ※生産状況により増減有
待　遇▶ 有給休暇、賞与年2回、昇給有、社保完備、車通勤可（駐

車場無料）、交通費規定支給、白衣貸与（靴代自己負担）

◆ 生産補助（包装・箱詰等）/パート

◆ 製造業務/パート

休　日▶ 4週8休（シフト制） ※生産状況により増減有
待　遇▶ 社保完備、車通勤可（駐車場無料）、交通費規定支給、

白衣貸与（靴代自己負担） 
【生産補助のみ】恵庭市内送迎バス有 
【長期のみ】有給休暇、賞与年2回、昇給有

短期

長期

担当/湊谷
(ミナトヤ)☎0123-25-2211

お気軽にお電話ください。全員と面接致します。

仕　事▶ 従業員食堂における調理全般を担当し
て頂きます。（食材の準備・調理・盛り付
け・料理の提供など） 
※昼40食、夜20食程度です。

給　与▶ 時給1,000円
時　間▶8:30～17:30（実働8h程度）
休　日▶月8～10日、シフト制
待　遇▶ 各社保完備、送迎有、制服貸与

［パ］従業員食堂スタッフ

●寮完備 ●従業員食堂 ●グループ施設割引 
●社外宿泊施設補助 ●家族・教育手当 ●産休・育休等

福利厚生充実

仕　事▶ 水の謌内レストランでのご案内・下げ膳等
資　格▶ 64歳以下（定年雇止めの為）
給　与▶ 月197,700～251,400円+諸手当 

※ 固定残業代（30h分） 
35,700～45,400円含む

　　　　※30hを超えた場合は別途支給
時　間▶  6:00～22:00の間で実働9h程度 

※残業有 
※1ヶ月単位の変形労働時間制

休　日▶ 月8～10日　※年間休日105日
待　遇▶ 各社保完備、車通勤可、昇給有、賞与年2回、

交通費実費支給（規定有）、退職金制度有（勤
続5年以上）、有給休暇、試用期間3ヶ月有

［正］ホールスタッフ

千歳市 
支笏湖温泉

 みずのうた

千歳 正 ホールパ 調理

千歳市新富1丁目7-5 
平和ビル1F

☎22-7400【受付時間/9～16時】応 募

勤務先▶ 千歳市内及び近郊
仕　事▶ ①アパート・マンションの退居後の清掃 

②市内・官公庁等の日常清掃
資　格▶ 要普通免許 

※ ご自身で運転して現場へ移動できる方 
軽自動車(AT)の社用車使用

時　間▶9:00～16:00の間で実働3～6h
勤　務▶ 月～金の間で週2～5日
給　与▶ 時給900円
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給

千歳 ア パ ハウスクリーニング、清掃

他にも直行直帰の現場や、時間・勤務日が選べる
お仕事もあります。まずは、お電話ください。

仕　事▶ 牛乳・ソフトクリーム等の販売、接客、品出し、レジ打ち等
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、有給休暇
勤務先▶ Milk Stand 北海道興農社（新千歳空港国内線ターミナル2F）

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。【担当】田仲

Milk Stand 北海道興農社（北海道興農社）
千歳市美々 新千歳空港国内線ターミナルビル 2F

☎0145-26-2800【受付】平日 9:00～17:30

販売スタッフ 募
集

千歳 ア パ 販売

未経験者
 歓迎！

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

北広島 パ 介護職員 北広島 正 リハビリ助手

花のメンテナンス
スタッフ募集!!

受付/平日9:00～17:30　　担当/笠井
☎0145-26-2800
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

勇払郡安平町
早来富岡210-20

仕　事▶ 新千歳空港館内にある展示植物の給水等 
メンテナンス、植物の交換作業等

資　格▶   未経験者・経験者ともに歓迎、 
土日祝勤務可能な方

給　与▶ 時給920円　
時　間▶ 7:30～17:30の間で実働7.5h（休憩1h）
休　日▶ 月8～10日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、制服貸与、 

有給休暇、館内割引有
勤務先▶千歳市美々　新千歳空港

千歳 ア パ 花のメンテナンススタッフ
新千歳空港の

はじめての方でも
安心して働けます♪

しっかり 
サポートします!

パーラー恵み野 まずはお気軽にお電話ください。 
面接には写真付履歴書をお持ちください。☎36-4114恵庭市恵み野西1丁目4番

受付/平日9～17時

◆ 駐車場スタッフ/恵庭市・北広島市
仕　事▶ 店内床のモップ拭き、駐車場のゴミ拾い、分別等
給　与▶時給889円
時　間▶ 7:30～11:00（休憩15分）
勤　務▶週3日程度

◆ 清掃スタッフ/恵庭市・北広島市
仕　事▶ 店内清掃全般、トイレ、玄関等の清掃、 

（お客様の周り）空き缶・ゴミ回収
給　与▶ 時給900円～ 

※22時以降は、時給25％アップ
時　間▶ 13:00～23:00（実働4～6h）
勤　務▶週3日程度

資　格▶ 未経験者歓迎
待　遇▶制服貸与、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ 恵庭市恵み野西1丁目4 

北広島市中央3丁目6-1

共通項目仕　事▶ アミューズメント施設内の厨房にて、
簡単な調理業務

給　与▶時給900円
時　間▶ 9:00～15:00の間で3～5h程度
勤　務▶週2～3日

◆ 厨房スタッフ/恵庭市

恵庭・北広島 パ 清掃、厨房

スタッフ募集!
清掃 厨房 時間 

 応相談!

☎0123-25-3221
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

給　与▶時給1,150円+交通費
時　間▶ 7:30～21:00の間で2交替シフト制（実働8h）
休　日▶週休2日シフト制

◆ 新千歳空港でのお菓子販売 /千歳市　　　　　　　　　　　　　　　長期

給　与▶時給1,400円+交通費
時　間▶ 8:00～17:00（実働8h）
休　日▶土日祝

◆ 農業機械の組み立て・機械加工 /千歳市　　　　即日～2023年3月頃迄

給　与▶時給1,000円+交通費
時　間▶ 24hの間で1日4h～ ※週3日～で、時間・日数相談可
休　日▶週2～4日 ※希望曜日応相談

◆ パンの仕分け /恵庭市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長期

給　与▶時給1,100円（夜間/時給1,375円）+交通費
時　間▶ ①7:00～16:00（実働8h）②18:00～翌3:00 ①②選択可
休　日▶ 土日

◆ 短期 飲料用原料の選別 /恵庭市　　　　　　　　8月中旬～10月中旬迄

給　与▶時給1,100円+交通費
時　間▶ 9:00～15:00（実働5h）または10:00～15:00（実働4h）
休　日▶土日祝

◆ 短期 一般事務 /千歳市　　　　　　　　　　　　　　即日～12月末頃迄

お仕事探しのサポート窓口

「出張さがさぽ」
開催のお知らせ

ア
ナ
タ
の「
働
き
た
い
」を

全
力
サ
ポ
ー
ト
い
た
し
ま
す
！

＜千歳市＞
8月2日（火） 13:00～17:00
千歳市民文化センター
（北ガス文化ホール） 
２F  美術工芸室
＜恵庭市＞
8月3日（水） 13:00～17:00
恵庭市民会館 ２F  小会議室

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

＜ご来場特典＞
事前ご予約の方にはBOXティッシュ1パック（5箱入）
当日ご来場の方にはBOXティッシュ1箱プレゼント!!

千歳・恵庭 派 販売、機械の組み立て・加工、一般事務、選別、仕分け


