
2022年8月5日（金） ちゃんと13

まずはお気軽にお電話ください！

千歳市北斗4丁目13番20号  0123-27-0911
■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

千歳・恵庭 委 配布員

【代理】配布員さん
急募!!

仕　事▶ 生活情報紙「ちゃんと」を、会社が
指定する地域に配布してもらうお
仕事です。 
※業務委託となります 
毎週木・金の2日間で500部程度
の配布をお願いします。

資　格▶ 年齢不問、自家用車をお持ちの方、
健康でまじめな方

勤　務▶ 毎週木・金曜の2日間で都合
の良い時間

給　与▶ 週給6,500円
時　間▶ 木曜/5:00～19:00、 

金曜/5:00～18:00 
上記時間の間で5～6h程度 
※ 状況により時間が変動する 
可能性がございます。

6,500円!!
500部配布で

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！

仕　事▶ 北海道産のフルーツの販売業務全般、 
生フルーツ・カットフルーツ・フレッシュジュース・
フルーツ加工品、ソフトクリームなどの販売・ 
補充・レジ業務、商品の発送受付等

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

勇払郡安平町早来富岡210-20
受付/平日9:00～17:30 
担当/田仲0145-26-2800

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

（新千歳空港国内線ターミナルビル2F）
HOKKAIDO FRUITS 耕人舎

北海道の美味しいフルーツを 
道内・道外のみなさんにお届け♪

★面接日や勤務開始日はご相談ください。

千歳 ア パ 販売

資　格▶ 要普通免許
給　与▶ 月給200,000円～ 

※試用期間3ヶ月、月給180,000円
勤　務▶週5日勤務、シフト制
時　間▶ 9：30～19：00（休憩1.5h）
待　遇▶ 各種社保完備、交通費規定支給
勤務先▶ ショップ酒蔵　恵庭市緑町2丁目3-4

恵庭

<問い合わせ>  0123-34-0828　
受付時間/平日9:00～17:00

写真付き履歴書を郵送ください。《担当》高橋

〒061-1442 恵庭市緑町2丁目3-4
北央商事株式会社

配送スタッフ
正 配送

土日祝勤務出来る方歓迎

酒蔵
ショップ

千歳市北栄2丁目31-10 小僧寿し 北栄店 

まずはお気軽にお電話ください。

0123-24-8066 担当/宮内・宮崎 

仕　事▶ お寿司の製造・販売
資　格▶ 未経験者歓迎、高校生、大学生、専門学校生可
給　与▶ 時給900円～
時　間▶ 17:00～20:00、土日祝/15:00～20:00
勤　務▶週3～4日 ※時間応相談
待　遇▶車通勤可、制服貸与 

◇店舗スタッフ

スタッフ募集
未経験者歓迎です!!

千歳 ア パ 店舗スタッフ

札幌市東区北34条東20丁目5番11号三好梱包商事㈲派遣事業部 一般労働者派遣事業(派01-301226)
（千歳事業所） 0123-22-4368

お電話の上、面接時に写真付履歴書をお持ちください。 011-787-3443（札幌本社）

 miyoshi-konpou-3443@m7.dion.ne.jp

派遣スタッフ
①製造・農業機械組み立て
②機械加工・プレス・溶接

20~30名大増員募集

長 期

給　与▶ 時給1,440円　※工場経験者優遇
時　間▶ 8:00～17:00　※実働8h
休　日▶ 土日祝、お盆休暇（8/13～8/21）、 

年末年始（12/29～1/4）、GW
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇制度、制服貸与、交通費規定支給
勤務先▶ 千歳市上長都　（株）IHIアグリテック千歳営業所

ご
応
募
お
待
ち

  

し
て
い
ま
す
！  

千歳 派 ①製造・機械組み立て ②機械加工・プレス・溶接

親切･丁寧に指導いたしますので未経験者でも安心！

仕　事▶ 浴場、脱衣室等の清掃
資　格▶未経験歓迎、シニアの方も歓迎
時　間▶5:30～9:00（実働3.5h、時々0.5h延長あり）
給　与▶時給920円
勤　務▶年中無休/シフト制（土日のみ出勤も可能）
待　遇▶労災保険、交通費規定支給、車通勤可

清掃員募集

日本管財サービス株式会社
〒066-0015　千歳市青葉8丁目3番1号

担当/高倉
24-0800電話連絡の上､写真付履歴書を 

お持ちください。

◆ 千歳乃湯えんの清掃

時 
給 920円

千歳 パ 清掃

ANAクラウンプラザホテル千歳

担当/吉田応募 090-4612-9624
千歳市富丘4丁目1-7北海道エイト株式会社

★面接時、履歴書不要 ★年齢不問

客室・共用清掃スタッフ 
募集!!

お気軽にお電話ください♪

◆ 共用清掃

◆ 客室清掃
時　間▶ 7:00～13:00、12:00～17:00

時　間▶ 基本時間10:00～14:00 
※ 基本時間以外の勤務時間相談可

給　与▶時給950円～
休　日▶シフト制
待　遇▶ 社保完備、交通規定支給、制服貸与
勤務先▶ ANAクラウンプラザホテル千歳 

（千歳市北栄2丁目2-1） ※駐車場無し

共
通
項
目

丁寧に教えます!

未経験者歓迎！

千歳 ア パ 清掃

就労継続支援
B型事業所 カウピリ

応
募 0123-25-6566

資　格▶経験、年齢不問
給　与▶時給1,000円～
時　間▶8:00～17:00
勤　務▶月～金曜日
待　遇▶ 各社保完備、 

交通費規定支給、 
車通勤可、駐車場有、 
正社員登用有（6ヶ月後）

◆職業指導員[パート]

就労継続支援B型事業所カウピリ
〈勤務先〉千歳市清流 2丁目 3 - 4

千歳 パ 職業指導員

まずはお気軽にお電話ください。

★未経験の方でもOK!
★利用者様と職員が
　ともに支え合う職場です。

お仕事で使
う

アレってな
～んだ？

ドリップ吸収シート
魚や肉等から滲みでる血や水分を吸収するた
めのシート。
食品が変色してしまったり、食感が悪くなるな
ど、品質の低下を防ぐ役割を担っています。

サッカー台
購入者がレジでの会計後
に荷物を詰める作業をす
る為の台。
スポーツのサッカーとは
関係がなく、英語で袋を意
味する｢Sack(サック)｣に
erをつけた｢Sacker(サッ
カー)｣が由来です。

サ
ッ
カ
ー
台
と
ド
リ
ッ
プ
吸
収
シ
ー
ト

長期で安定した環境で働けます!
スタッフ増員募集

0155-29-2151
 　 080-6416-0926

担当/高橋

時
給 1,050～

円

履歴書を右記に 
ご郵送ください。

〒080-0802 帯広市東2条南20丁目4-2
合同会社 インシュピルサン

調理補助
食器洗浄

仕　事▶ 駐屯地内の食堂での 
調理補助、食器洗浄等

給　与▶時給1,050円～ 
時　間▶ 9:00～18:30の間で、 

実働6～7h
勤　務▶ 週2～5日　※シフト制
待　遇▶ 交通費規定支給、 

その他、委細面談

勤務先  陸上自衛隊南恵庭駐屯地 
（恵庭市恵南63番地）

恵庭 ア パ 調理補助、食器洗浄

仕　事▶ 野菜の選別・洗浄と機械清掃など
給　与▶時給1,100円 ※22時以降深夜割増有
時　間▶ 6:00～15:00、18:00～翌3:00 

※2交替制勤務
休　日▶ 土日 ※休日出勤の可能性あり 

※日勤・夜勤固定勤務相談可能

待　遇▶各種保険完備、交通費規定支給
勤務先▶恵庭市

有限会社 イーワークス 人材派遣業 派01-300151職業紹介 01-ユ-300083
恵庭市京町80番地恵庭商工会議所ビル1F

お電話またはE-mailでお問い合わせください。

0123-33-5555 info@eworks-jobnet.com

一般事務員/長期

入浴介助/長期

★残業ほぼなし、定時帰宅♬

★お休みに理解のある優しい職場です♪
★弊社スタッフがしっかりサポート！

仕　事▶ 電話・来客対応と伝票・書類整理など
資　格▶PC基本操作
給　与▶時給1,100円
時　間▶8:45～17:30
休　日▶土日ほか、連休あり

仕　事▶ 介護老人保健施設での入浴介助
資　格▶介護職員初任者研修あれば尚可
給　与▶時給1,010円
時　間▶ 9:00～16:00の間で3～4h 

※9:00～13:00の時間固定もOK!
休　日▶ 日・祝ほか、シフト制

データ入力事務員/長期
★急募！1人募集
仕　事▶ 専用システムへの入力・処理作業
資　格▶PC基本操作
給　与▶時給1,100円
時　間▶ 8:30～17:15
休　日▶ 土日祝ほか、GW・お盆・年末年始
野菜の搾汁作業員/10月中旬頃
★大量募集中

共通項目

お盆期間中も平日は随時受付中♪

恵庭 派 データ入力、作業員、一般事務員、入浴介助


