
2022年10月28日（金） ちゃんと13

〒066-0077　千歳市上長都1034番1

まずはお気軽に 
お電話ください。25-6728

090-3114-4921

(株)エコトレンドファーマー
担当/伊藤（受付/8～20時）

まだまだ若い会社です！
女性も活躍中★
高齢でも健康な方ならOK
期　間▶即日～ ※開始日応相談
仕　事▶ 千歳・苫小牧・札幌近郊への大型トラックの運

転、フォークリフトでの積み降ろし
資　格▶ 大型自動車免許、フォークリフト保持者尚可、 

高齢でも健康な方ならOK、業務委託も可
給　与▶日給9,000円～
時　間▶  当社規定による。（週5～6日勤務） 

※基本は日曜日休み
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ 千歳市 ※出勤後各現場へ移動します。

定
員 

1
〜
2
名

千歳・その他 期 トラック運転手

恵庭市恵み野北3丁目1-1 RBP

【受付/10～17時】
担当/佐々木0123-37-6020

恵庭市恵み野
子どもの集う場所 フーレめぐみの

児童指導員募集!!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちいただくか、郵送ください。

仕　事▶ 子育て支援センターと子どもひろばの児童指導員
期　間▶ 1年毎の更新制　※長期
資　格▶ 保育士・幼稚園教諭、教員・社会福祉士資格、子育て支

援士の何れか、未経験者歓迎、経験者優遇、土日祝勤
務できる方優遇

給　与▶ 時給920円～
時　間▶ 9:00～18:00の間で実働7h　※休憩1h、残業なし
休　日▶ 週休2～3日　※応相談　※休館日/火曜日
待　遇▶ 各社保完備、車通勤可、敷地内禁煙

0歳～18歳までの子どもや、 
保護者の方と楽しい時間を過ごしましょう！

40代 
活躍中!

恵庭 契 パ 児童指導員

◆札幌工場（恵庭市戸磯47-7）
期　間▶即日～長期
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶ 9:00～18:00、10:00～19:00、22:00～翌7:00 

※休憩1h、残業月20h程度、時間前後要相談
給　与▶ 時給920円～ 

※22:00～翌5:00/深夜手当有
休　日▶週2日　※シフト制
待　遇▶ 各種社会保険完備、 

有給休暇有、制服貸与、 
昇給有（人事考課による）、 
車通勤可、交通費規定支給、喫煙室有

製造

株式会社エフビーエス
〒061-1405　恵庭市戸磯47-7札幌工場

 31-0900
まずはお気軽にお電話ください。

受付/9～17時 
担当/原田・本間

パン

セブン-イレブン・ジャパン向けパンの 
製造をしている会社です。

スタッフ募集

パンが
 良い匂い♪

恵庭 パ 製造

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

年齢・性別不問!
学生寮での調理業務

まずはお電話
ください。

ジケイ・スペース株式会社
〒061-1373 恵庭市恵み野西2-2-11

期　間▶即日～長期
勤務先▶ 恵庭ハイム/恵庭市恵み野西6-17-5
給　与▶ 時給920円～
時　間▶ ①6:30～9:30 ②16:00～19:00 

③16:00～20:30 ※いずれも休憩・残業なし
休　日▶ 日曜・祝日、他シフトによる ※春・夏・冬休み有
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、 

車通勤可、有給休暇、全館禁煙

0123-36-2271

恵庭 パ 調理

未経験者大歓迎!!

千歳科学技術大学/千歳市美々 （パート）
期　間▶長期
仕　事▶日常清掃（床、トイレ等）
給　与▶時給950円
時　間▶7:00～10:30 ※実働3.5h
勤　務▶週2日～　※応相談 
休　日▶ 土・日曜、祝日他 ※学校スケジュールによる
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、車通勤可能な方

千歳市美々新千歳空港内ターミナル アネックスビル1階
東京美装北海道 ㈱千歳支店

応
募

0123-24-3771平日

090-9753-1547土日

千歳 パ 清掃

週2日～ 
可能！

〒066-0075
千歳市北信濃
776-11

くらしの輝き　手から手へ

まずはお気軽にお問合せください。
担当/小池0123-23-4251

・女性も活躍中！重量物の扱いなし！
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 決まったルート（2、3ヶ所）の集配です。 

最初は1週間程度、寄り添い丁寧にご指導致しま
すので、ご安心ください。

資　格▶要普通免許、未経験歓迎
時　間▶ 8:20～16:20（実働7h）　※週3日程度、残業有
給　与▶  月給200,000円以上 

※固定残業手当20時間分、30,000円を含む 
　超過分は別途支給　

休　日▶ 日曜、祝日、他
待　遇▶ 各社会保険完備、交通費規定支給、車通勤可、駐車

場完備、クリーニング代優遇、喫煙ブース有、昇給有

◆ 集配ドライバー/正社員
千歳 正 集配ドライバー

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ コープさっぽろの宅配システム「トドック」

の商品仕分けと配送車への積込み作業
資　格▶ 主婦（夫）・シニア歓迎
時　間▶7:00～9:30　※出勤時間要相談
給　与▶ 時給945円　※祝日勤務は時給＋30円 

※試採用期間3ヶ月/時給920円
勤　務▶週5日　　　
休　日▶土曜、日曜
待　遇▶ 各社保完備（試採用終了後）、車通勤可、 

交通費規定支給、制服貸与、 
慶弔見舞金等共済会、構内全面禁煙

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

〈受付〉月～金/9～21時　 土/9～18時　※日曜休み
0120-502-112トドック

コールセンター
■生活協同組合　〒066-0077 千歳市上長都3-1

コープ宅配システム
トドック千歳センター

朝の時間を
有効活用
しませんか？

20～50代の 
方が活躍中!

主婦（夫）、シニア、
未経験者大歓迎！

千歳 ア パ 仕分け・積込みスタッフ

千歳市流通1丁目3-21 0123-24-2041

◆経理事務員
期　間▶即日～雇用期間の定め無し
仕　事▶ 経理事務で日々の売上管理、仕入れ管理、

給与計算、保険の管理・計算
資　格▶ 基本的なPC操作が可能な方
給　与▶ 月給200,000～250,000円 

職務経験等にて優遇 ※残業代別途支給
時　間▶ 8:00～17:00  

※休憩1h、残業月/20h以内
休　日▶  4週8休、年末年始、夏期休暇、GW
待　遇▶ 各社保険完備、昇給年1回、賞与年2回、

通勤手当（月/7,100円～）喫煙ブース有

※月収例は1例であり、保証するものではありません

株式会社電材重機 千歳支店

急募

まずはお電話ください。 
面接日をご案内致します。面接時に写真付
履歴書をお持ちください。担当/黒木

経理事務員

090-5073-2455

千歳 正 経理事務

20万＋
経験者優遇で 

月
収20～25万円

［応募］書類選考がありますので事前に申請書類を郵送してください。面接は随時します。

市立千歳市民病院 千歳市北光2丁目1-1 24-3000 内線8232
総務課総務係

https://chitose-shimin-hospital.jp/（資格･免許が必要な職種については、 資格証明書等のコピーが必要です。）

医師事務作業補助者市立千歳
市民病院

詳
細
は
▶

コ
チ
ラ
か
ら

募
集

仕　事▶診察室等で医師が行う事務的な仕事のサポート（パソコン入力、書類作成等）
資　格▶ 経験・資格は問いません。PC操作 (Excel、Wordが出来る方)
時　間▶ 8:30～17:00 ※実働7h
給　与▶  資格有※1/月135,032～153,909円 

無資格/月131,961～147,316円 
・過去に同じ職種で勤務経験がある場合は、過去の勤務年数を加算し報酬を
決定します。 
※1/ ドクターズクラーク（医療事務作業補助技能認定）、 

ドクターズオフィスワークアシスタント（医師事務作業補助者検定）、
診療情報管理士

休　日▶土・日、祝日、年末年始
待　遇▶ ボーナス支給、有給休暇、車通勤可（駐車場有）、交通費規定支給、 

制服貸与、社保完備、雇用保険、敷地内禁煙
期　間▶ 任用期間は1会計年度（4月1日～翌年3月31日）ごとになります。

千歳 パ 医師事務作業補助者

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-26-2191 《担当》
つのだ

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 新車、中古車の販売業務、軽整備、他
資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許（AT限定OK）
給　与▶ 月160,000円～ 

※試用期間1～6ヶ月/時給920円～
時　間▶ 10:00～19:00（実働8h）  

※休憩1h ※残業有
休　日▶ 4週8休、他シフト制、年末年始 

※会社カレンダーによる
待　遇▶ 各社保完備、業績賞与年2回、燃料手当、

交通費規定支給、車通勤可、カップ式飲
料機使い放題、社内禁煙、屋外喫煙所有

スターオート
千歳市東雲町5丁目7-3 株式会社スターオート 千歳店

http://starauto1995.com/

正社員
募集!

千歳 正 販売、軽整備

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ レンタカーの受付、事務 

※ 仕事を覚えて、もっと頑張りたい方は時給UP!
資　格▶ 経験者歓迎、要普通免許（AT限定OK）
給　与▶ 時給970円～
時　間▶ 7:30～19:00の間でシフト制 

※応相談 ※休憩1h ※残業有
勤　務▶ 週3日～  

※シフト制 ※土・日曜のみ・Wワーク等応相談
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤

可、カップ式飲料機使い放題、正社員登
用制度有、社内禁煙、屋外喫煙所有

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-26-2191《担当》
つのだ

ニコニコレンタカー千歳市東雲町5丁目7-3 
千歳東雲町店

★ 

車
好
き
な 

未
経
験
者
歓
迎

★
経
験
者
歓
迎

千歳 ア パ レンタカー業務

◆返却容器の清掃と製品梱包（3月末迄の短期）

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▶飲料用容器清掃と乾燥野菜のパック詰め
期　間▶即日（応相談）～翌3月末日
時　間▶ 8:00～17:00 

※実働8h、休憩1h、 ※残業なし
給　与▶ 時給1,050円
休　日▶土日他（会社カレンダーによる）

仕　事▶水産物の材料運搬、製品梱包容器仕分け作業
期　間▶即日（応相談）～3ヶ月毎の更新予定
時　間▶ ①8:30～17:30 ②23:00～翌8:00 

※①か②のいずれか選択可 
※実働8h、休憩1h ※残業/月1～2h程度 

給　与▶ 時給1,100円 
22～翌5時/時給1,375円

休　日▶土日他（会社カレンダーによる）

《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
勤務先▶千歳市

仕　事▶ 通信用の配線を束ねて接着剤で固定したり
組立後の製品の顕微鏡検査

期　間▶即日（応相談）～3ヶ月毎の更新予定
時　間▶ 9:00～17:15 ※時短勤務も相談可 

※実働7.16h、休憩1h ※残業なし
給　与▶時給1,050円
休　日▶土日祝他 ※週4日勤務～相談可

◆ お弁当、ギフト食品の製造補助（日勤夜勤選択可）

◆ 小型通信部品の組立（扶養内での勤務もＯＫ！）

お仕事探しの出張サポート（無料相談会）

『出張さがさぽ』inちとせモール

Trick or Treat!

秋から始める！お仕事情報♪
（相談しないといたずらしちゃうゾ！）

ハケンの窓口主催

（千歳市勇舞8丁目1-1 ちとせモールセンター広場）

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）

千歳 派 組立作業、製造作業、清掃、梱包作業

◆ライン作業 ★週3日勤務～ 応相談
期　間▶ 即日～翌2月中旬まで 

（若干延長の可能性有、更新無）
仕　事▶ 食品製造工程のライン作業
時　間▶  8:00～17:00もしくは9:00～16:00 

（休憩1h） ※応相談
給　与▶時給1,300円
◆軽作業　★週5日勤務可能な方
期　間▶ 即日～翌3月末まで（更新の可能性有）
仕　事▶ 軽作業（切干大根の包装業務、ウォーター

サーバーのメンテナンス）
時　間▶  8:00～17:00（休憩1h）
給　与▶時給1,000円
《共通項目》
資　格▶ 経験不問、要普免（通勤用）
休　日▶ 土曜・日曜、年末年始他（会社カレンダーによる）
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、 

無料駐車場完備

工場での作業員募集！
経験不問！

まずはお電話ください。

〒066-0007 千歳市中央1114-13

［担当］中村0123-20-2161
AWファーム千歳 株式会社

千歳 パ ライン作業、軽作業


