
2022年10月14日（金）ちゃんと 12

期　間▶6ヶ月毎の更新有
仕　事▶ 駐車場管理業務、駐車場⇔空港間の送迎業務
資　格▶ 要普通免許、自力通勤可能な方
給　与▶時給950円 
時　間▶  6:00～22:00の間で実働5～6h 

※休憩有、繁忙期のみ10h程度の残業有
勤　務▶ 週3～4日
待　遇▶ 社保完備（勤務成績等により考慮）、雇用・労災保

険、交通費規定支給、車通勤可、敷地内喫煙所有

千歳市美々1292-206

0123-23-1111
サンパーキング(株)さいたさいた

駐車場管理・ドライバー
募
集

\ 女性ドライバーも歓迎 /

「協調性」や「やりがい」を大切にしている職場です

千歳 ア パ 駐車場管理、ドライバー
期　間▶ 2023年3月31日まで
仕　事▶ 玉葱・馬鈴薯等、 

野菜の選別・カット等の加工業務
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給930円
時　間▶ 8:45～17:00の間で応相談 

※フルタイム/休憩1.5h 
※残業月0～10h

勤　務▶ 週3～6日で日数応相談  
※日曜日はお休みです。

待　遇▶ 車通勤の方は交通費規定支給、喫煙室有 
※ 8:45～17:00まで勤務の方に限り、 
JR千歳駅からの送迎有

〒066-0051
千歳市泉沢1007-134

青果物卸売り
株式会社北泉

担当/七島
受付/平日9～18時28-2695応

募

★ 開始・終了時間 
も応相談！

★ 急なお休み 
にも対応可

千歳 パ 野菜の選別・加工

期　間▶即日～令和5年3月31日（更新の可能性有）
資　格▶ 普通自動車免許、介護福祉士又は介護職員初任者

研修修了（旧ヘルパー2級）以上
給　与▶ 週5日勤務/時給1,260円～ 

週4日勤務/時給1,220円～ 
※いずれも処遇改善手当を含む 
★業績により年1回一時金を支給 ★昇給制度あり

時　間▶規定による ※残業無
勤　務▶ 週４～5日（応相談） ※シフト制
待　遇▶ 介護福祉士手当、通勤・車両借上手当、その他社保加入

可能（時間数による※希望者のみ） ※敷地内全面禁煙

★有給を取得しやすい！
★1年以上、離職者ナシ！長く働ける環境です。
ご自宅を訪問し､買い物･掃除･移動等を行うお仕事です。

〒061-1446恵庭市
末広町125番地1

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

時間相談
できます♪

担当/笹川まずはお電話ください。  0123-33-1120

ホームヘルパー募集!
恵庭 パ 訪問介護員

期　間▶長期　※3ヶ月毎更新
仕　事▶①ベッドメイク　②ナイトフロント
給　与▶ ①時給980円　 

※22時以降/時給1,225円　 
②日給13,950円

時　間▶ ①9:00～15:00、19:00～翌1:00 
②19:00～翌9:00　 
　※8h以上勤務で休憩1h、残業なし

勤　務▶①週2日程度　②週1日程度
待　遇▶ 労災保険、受動喫煙対策有（喫煙スペース有）

スタッフ募集!!

千歳市青葉5丁目6-10　http://www.hotal-web.com

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

千歳 パ ベッドメイク、ナイトフロント

【飲食】仕事に入る前に、お互いの様子を確認
し合うこと。きちんと洗濯されたきれいなユニ
フォームを身につけているか、ボタンなどをしっ
かり留めているか、だらしなくしていないか、髪
の毛はまとめるか帽子の中に入れているか、爪は
短く切っているか等…身だしなみは大切です。

身だしなみ
チェック

知ってるようで、
 知らない

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

勤務日は相談の上決定。

担当/古瀬22-0866電話連絡の上、
写真付履歴書を
お持ちください。

期　間▶雇用期間の定めなし
資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許
時　間▶ 18:00～翌5:00 

1ヶ月単位の変形労働時間制
勤　務▶4勤1休、もしくは週休2日
給　与▶  入社1年間は 

4勤1休/月270,000円   
週休2日/月230,000円を最低保証 
※当社規定有

待　遇▶  各社保完備、入社祝金制度（10万円/規
定有）、制服貸与、退職金制度、車通勤可
（駐車場完備）、喫煙室有

★二種免許取得養成制度有!
★異業種からの転職者も歓迎します!

募
集

夜勤
乗務員 

選べる
働き方

週
休
2
日

4
勤
1
休

千歳 正 嘱 タクシー乗務員

さわやか無線センター
(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20 第12ふじやビル4F

22-5280 採用係応募

期　間▶長期（1年毎の更新制）
仕　事▶ 新千歳空港の 

設備運転保守管理業務 
※正社員ですが、業務の契約形態は派遣の為、 
　「常用派遣」となります。

資　格▶ 無資格可、ボイラー1級・2級等の資格や 
実務経験があれば尚可

時　間▶ ①9:00～17:30　②16:00～翌9:00 
※いずれも休憩1h、残業なし 
※②がメインです。どちらもできる方歓迎。

給　与▶ 月給180,000円～　 
※22時以降深夜割増有

休　日▶ シフト制
待　遇▶ 社保完備、制服貸与、交通費規定支給、喫煙スペース有
勤務先▶ 新千歳空港旅客ターミナル

勤務先 新千歳空港

設備管理
スタッフ募集

千歳 正 設備管理

◆ リース資材の清掃・軽整備（シニア歓迎）

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

仕　事▶ 屋内での返却された足場板や組立部品等の清掃や
さび落とし、2名1組での移動や積み上げ

期　間▶即日（応相談）～3月末まで（延長の可能性有）
時　間▶ 8:00～17:00 

※実働8h、休憩1h ※残業無
給　与▶ 時給1,000円
休　日▶ 土日、年末年始
勤務先▶北広島市

仕　事▶ 箱型器具の内部配線や部品の取付、 
内蔵部品の組立など（男性割合高め）

期　間▶即日（応相談）～3ヶ月毎の更新予定
時　間▶ 8:20～17:30 

※実働８h、休憩1.16h  
※残業無 

給　与▶時給1,200円
休　日▶日他会社カレンダーによる土、祝、夏季、冬季
勤務先▶千歳市

《共通項目》 
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、受動喫煙対策有

仕　事▶ 機械へのセット、たたみ作業など（女性も活躍中）
期　間▶即日（応相談）～3ヶ月毎の更新予定
時　間▶ 8:30～17:30 

※実働8h、休憩1h  
※残業5～10h程度（時期による）

給　与▶時給1,150円
休　日▶週休2日シフト制
勤務先▶千歳市

◆ 電気機械器具の部品や配線の取付・組立

◆ タオルやシーツ類の機械セット及び仕上げ作業

お仕事探しの出張サポート（無料相談会）
『出張さがさぽ』inフレスポ

ハケンの窓口主催

（恵庭市恵み野里美2丁目フレスポ恵み野イベントスペース）

①10月21日（金）　15:00～19:00
②10月22日（土）　10:00～14:00

お仕事のご案内、就職・転職相談など 
はたらく為のアドバイスをご提供致します♪

（履歴書・予約不要）

千歳・その他 派 工場作業、倉庫内作業

まずはお電話ください! 面接時履歴書不要。 
面接は勤務先で行います。

011-271-1749【札幌事業部】担当/佐藤

千歳市柏台南1丁目3番1（千歳アルカディア・プラザ3F）

千歳営業所

② 清掃スタッフ （パート）

資　格▶ 車通勤可能な方 ※無料駐車場有 
給　与▶時給920円～
時　間▶7:30～11:00 ※残業なし
勤　務▶ 月～金
休　日▶土日祝、季節休校に合わせてお休み有
勤務先▶ 公立千歳科学技術大学（千歳市美々758-65）

①事務 （正社員）

仕　事▶ 見積・報告書・電話・テナント対応、 
駐車場売上管理等

給　与▶ 月給175,000円～
時　間▶ ①8:00～17:00　②11:30～20:30 

※①での勤務が主となります。　※残業なし
勤　務▶ 月22～24日
勤務先▶ 千歳ステーションプラザ 

（千歳市千代田町7丁目1789-3）

《共通項目》
期　間▶雇用期間の定めなし
待　遇▶  ①のみ社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服

貸与、賞与有、試用期間2ヶ月有、受動喫煙対策有

千歳 正 事務パ 清掃

期　間▶ ～2023年12月頃まで
仕　事▶ 外来窓口受付・会計業務・電話対応（外

来は1日10～20人程度）、医事会計の
処理（専用のパソコンソフトを使用）

給　与▶ フルタイムパート/月給150,000円～ 
短時間パート/時給920～1,000円

時　間▶ 平日/8:45～17:00（休憩1h） 
土曜/8:45～13:00 
※残業はありません。

休　日▶ 隔週土曜、日曜、祝日、 
年末年始（12/30～1/3）

待　遇▶ 各社保完備、職員食堂（1食350円）、
JR千歳駅より職員送迎バス有、寸志
5～10万円、敷地内含め全面禁煙

 

社会医療法人社団 三草会　千歳桂病院 千歳市蘭越97-2

職員の産休・育休代替のため、期間限定で働いてくれる方を1名募集します。 
引継期間を充分設けていますので、未経験の方も安心してご応募ください♪

0123-23-2101
chitose-katsura@sansoukai.or.jp

担当
木戸

詳しくはお問合せください!

メールでのお問合せもOK

千歳 パ 医療事務

お友達同士でもOK！

御歳暮ギフトの
お待たせしました。今年も大募集！ 友達と一緒の応募もOKです!!

短期アルバイト！

● 今回勤務された方には、来夏お中元時期のお仕事を優先案内!!

0123-23-5125
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★

千歳営業所新千歳流通センター 
千歳市北信濃863-2（担当まで）
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25日間
勤務で…

空いた日で無理なく♪たくさん稼ぎたい!! 18日間
勤務で…月

収139,500円～ 月
収100,440円～

鴻池運輸株式会社

②運搬作業

①ギフト包装ライン・検品作業

仕　事▶ 包装後のギフト製品を積込する作業
給　与▶時給1,030円～ ※経験者優遇で規定有

仕　事▶ ピッキング、包装、検品作業
給　与▶時給930円～

《共通項目》
期　間▶ 11月下旬もしくは12月上旬～12月下旬 ※開始日は状況による
資　格▶ 未経験者歓迎、60歳まで（定年雇い止めのため）
時　間▶ 9:00～16:30 ※実働6h程度、休憩1.5h、繁忙期は残業2～3h有 

※18～19時くらいまで作業実施（計画に合わせて残業有）
勤　務▶ 週3日以上で期間中の18～25日程度（応相談）
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可、倉庫内禁煙（喫煙ブース有）

勤務日数・曜日は自分の予定に合わせて計画できます！※月収例はあくまでも目安です。

20名
大募集!!

男性も活躍中！

千歳 ア ギフト包装ライン・検品作業、運搬作業

期　間▶即日～翌3月31日　※更新有
仕　事▶客室清掃 
給　与▶時給1,250円
時　間▶ 9:00～15:00 

※休憩30分　※残業なし
勤　務▶週3～5日（土日祝の出勤も可） 
勤務先▶ 札幌北広島クラッセホテル 

北広島市中の沢316-1
待　遇▶ 社保完備（勤務による）、マイカー通勤可、 

北広島駅から無料シャトルバス利用可、業務終了
後ホテル内温泉利用可（無料）、制服貸与、有給休
暇、受動喫煙対策有 札幌市中央区北2条西2丁目26番地　道特会館5F

派13-308601B-TEC株式会社

時
給 1,250円!!

4～5名募集！客室清掃スタッフ募集!!

千歳でも面接可能　面接場所は要相談

 0120-278-088

〈勤務先〉
札幌北広島クラッセホテル

北広島市中の沢316-1

★マイカー通勤OK 
　北広島駅から無料シャトルバス利用可
★勤務終了後、 
　ホテル内温泉を無料で利用できます♪

北広島 派 客室清掃


