
2022年10月21日（金）ちゃんと 10

0123-24-2111
千歳市千代田町2-2-10

ホテルウィングインターナショナル千歳

清掃スタッフ募集♪
主婦（夫）歓迎！WワークOK!

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶ 客室清掃・ベッドメイクなど 
給　与▶時給920円～
時　間▶ 9:30～15:00（実働5.5h） ※休憩30分
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、受動喫
煙対策有

女性活躍中♪

千歳 パ 清掃スタッフ

まずはお気軽にお電話ください。担当/金子

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 千歳 ア パ 販売・商品管理

札幌市中央区南1条東2丁目11-4 ミナミ1条タカハタビル8階
キョウワプロテック㈱札幌事業所

JR恵庭駅から車で20分！恵庭市内も通勤圏内です♪

異業種からの転職者も
積極採用します!!

期　間▶長期
時　間▶ ①9:30～18:45（実働7.5h）　※休憩1.75h 

②14:45～18:45（実働4h） 
③5:30～7:30（実働2h）　 
※残業なし

給　与▶ ①②時給920円～ 
③時給1,150円～

休　日▶ ①②週2～3日程度　※希望休考慮 
③土日祝

待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、社保（法定による）、 
車通勤可(無料駐車場完備)、喫煙スペース有

勤務先▶ 陸上自衛隊東千歳駐屯地内食堂

食器洗浄
スタッフ増員募集

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は千歳・恵庭市内で行います。土日祝も随時受付中!!

担当/のと011-207-0911

未経験社歓迎　平日のみの勤務も可能

入社祝い金
1万円支給
※規定有

千歳 パ 食器洗浄

勤務先▶新千歳空港/千歳市美々
仕　事▶ 新千歳空港内にて、各店舗への荷物の配達
期　間▶ 即日～長期　　
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給1,000円
時　間▶ 5:30～14:30もしくは、 

6:45～15:45 ※実働8h、休憩1h、残業なし 
※出勤時間・勤務時間は応相談

勤　務▶ 週4日～ ※応相談
待　遇▶ 各社保完備（勤務による)、交通費規定支給、

車通勤可、週払い制度有、喫煙所有

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。

0120-357-337
★随時面接致します
【月～金曜】9～18時

080-5729-7602 （土・日曜、祝日）

★荷物の積み替え・積み下ろしなし!
★ お客様と接することがないので 
もくもくと働ける!

学生も可！

千歳 派 配達

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

まずはお気軽に 
お電話ください

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 電話（無線）対応業務、タクシー

配車業務、運行事務の補助。
資　格▶ 簡単なPC操作できる方
時　間▶ 16:00～20:00 ※残業なし
勤　務▶月、火、木
給　与▶  時給960円
待　遇▶  交通費当社規定による、車通勤可

（駐車場完備）、喫煙室有

配車係
募集！

担当/古瀬22-0866
さわやか無線センター

専用ソフト使用により未経験者でも安心

千歳 パ 配車係

北海道クリーン開発㈱ 〒053-0016
苫小牧市寿町2丁目3-14

（田口）応 募

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は勤務先にて行います。委細面談。

0120-03-6323
080-2871-5294

期　間▶長期 
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給920円
時　間▶ ①8:00～11:30 

②14:30～19:30 
※シフト制 ※残業無

勤　務▶ 週5日程度
待　遇▶ 労災保険、制服貸与、交通費規定

支給、車通勤可、喫煙所有
勤務先▶ ちとせモール/千歳市勇舞8丁目1-1

日数やお休み等ご相談ください♪
未経験者大歓迎! ブランクある方もOK!

千歳 パ 清掃

千歳 パ 清掃

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

ローソン自衛隊東千歳駐屯地店 千歳市祝梅1016

22-2241※委細は面談にて

新型コロナウイルスの感染予防対策をしています。

期　間▶6ヶ月毎の更新（長期）
仕　事▶ 店内品出し、清掃、調理 

（レジはさわりません、調理は揚げ物のみ）
資　格▶ 車通勤可能な方、 

ダブルワーク・シニア歓迎、学生不可
時　間▶ 18:00～23:00 

※休憩なし、残業なし 
※状況により早上がりの可能性あり

給　与▶  時給920円
勤　務▶ 週3日～
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、社会保険有、敷地内禁煙
勤務先▶ 陸上自衛隊東千歳駐屯地内 

（千歳市祝梅1016）

◆東千歳駐屯地内店舗
Wワーク、シニア、学生ＯＫ!!

駐屯地内のローソン
で働こう!!

普段は入れない場所で、ちょっと働いてみませんか？

お待ちして 
おります♪

千歳 パ 店内業務

◆ 三井アウトレットパークでの接客販売（短期）

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▶キッチン用品取扱店舗での接客、レジ、品出し
期　間▶即日（応相談）～翌1月末まで（延長の可能性有）
時　間▶ 9:30～20:30の間で実働5～8h 

※6h以上勤務で休憩1h、残業なし
給　与▶ 時給1,200円
勤　務▶ 週4日から相談可能 

※年末年始働ける方大歓迎！
勤務先▶北広島市

仕　事▶洗車、拭き上げ、車両移動など（基本屋内作業）
期　間▶即日（応相談）～3ヶ月毎の更新予定
時　間▶ 9:00～17:00 ※実働7h、休憩1h  

※残業1～2h程度 
給　与▶時給1,100円
休　日▶日祝他（会社カレンダーによる）
勤務先▶恵庭市

《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▶ 小型金属製品の目視検査、不適合製品の除去 
※ルーペなどの使用も可能（座って行うお仕事）

期　間▶即日（応相談）～3ヶ月毎の更新予定
時　間▶ 8:30～17:00 

※実働7.5h、休憩1h  
※残業なし

給　与▶時給1,100円
休　日▶土日祝他（会社カレンダーによる）
勤務先▶恵庭市

◆ 物流センター内での車両の清掃（60代活躍中）

◆ 金属工場での目視検査（女性多数活躍）

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

『出張さがさぽ』inちとせモール

ハケンの窓口主催

次回予告

（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）

（千歳市勇舞8丁目1-1 ちとせモールセンター広場）

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

①10月28日（金）　15:00～19:00
②10月29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）

恵庭・北広島 派 目視作業、清掃、接客販売

★スタート前に、12月上旬予定の『お仕事説明会』に参加いただきます！ 早めの応募が安心です♬

仕　事▶ おせち製造に関わる作業（食材の盛込み、梱包・発送準備等）
資　格▶ 高校生、主婦（夫）歓迎、友達同士や親子での応募もOK
給　与▶ 時給1,280円
期　間▶ 12/26～30 ※下の①～④から期間をお選びください。
時　間▶ ［12/26～27］ 8:00～16:00  

［12/28～30］ 5:30～13:30  
※休憩1h ※終了時間は状況により変動します。

待　遇▶制服貸与、送迎バス（車通勤不可）、期間中は全面禁煙

毎年、高校生が大活躍！
《カンタン作業》 おせちづくり

作業の例⇒◎栗をのせる ◎いくらをのせる ◎製品を箱につめる

年末

超短期アルバイト

担当/大西0123-34-6061
まずはお電話！ 随時面接いたします。

恵庭市戸磯616番地2
とんでん株式会社 恵庭工場

恵庭 ア 食品製造スタッフ

勤務期間はこちら↓からお選びください!!

5日間
❶12/26～30 

4日間
❷12/27～30

3日間
❸12/28～30

2日間
 ❹12/29～30

リピーターも未経験者も

大・歓・迎
時給1,280円!!
12/31午後 現金払い制度有で
すぐに給料を受け取れます！

友達同士・親子もOK♪

★通勤らくらく！
【恵庭・千歳・北広島】期間中、
毎日送迎バス運行します！

憩の郷

期　間▶11/1～雇用の定め無し
給　与▶  夜勤1回16,500円 

（夜勤手当含む）
時　間▶ 16:30～翌9:30 ※休憩3h
勤　務▶ 週2回 ※応相談
資　格▶ 無資格OK、ブランクがある方も 

歓迎、土日勤務できる方歓迎、 
介護職員初任者研修 
（旧ヘルパー2級）あれば尚可

待　遇▶ 雇用保険、交通費規定支給、 
施設内禁煙、屋外に喫煙有

小規模多機能型
事業所

いこい

憩の郷
さと

〒066-0073
千歳市北斗4丁目5番6号

電話連絡の上、写真付履歴書を
郵送またはお持ちください。 26-5300

夜勤専属スタッフ
大募集!

優しい先輩が丁寧に指導します！

WワークOK‼
◆夜勤専属スタッフ (パート)

千歳 パ 夜勤専属スタッフ

向陽台店

仕　事▶ デリカのパック詰め、品出し、清掃作業
時　間▶ 17:00～21:00
給　与▶時給920円

仕　事▶魚のパック詰め、品出し等
時　間▶ 7:30～11:30 ※休憩、残業なし
給　与▶ 時給945円 

※試採用期間3ヶ月/時給920円

まずは、お気軽にお電話ください。

デリカ・清掃/アルバイト

水産/パート

千歳市白樺2-3
向陽台店

 0123-28-3511担当/藤原

《共通項目》
期　間▶3ヶ月毎の更新
勤　務▶週3～5日
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

有給休暇、施設内禁煙

学生
OK

千歳 ア デリカ・清掃パ 水産

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

見学してからの応募OK!まずはご連絡ください。

lovealice.chitose@gmail.com

パート募集
無資格OK!

期　間▶1年毎の更新制
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1,030円～ 

無資格者/時給980円～ 
※処遇改善手当を含む

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、施設内禁煙

千歳 パ 児童デイサービススタッフ


