
2022年11月4日（金） ちゃんと11

北海道純馬油本舗（株）
〒066-0056 千歳市白樺2丁目5-12

0123-48-4711

期　間▶ 即日～翌1月末頃　
 仕　事▶ 基礎化粧品の梱包業務、他軽作業
給　与▶ 時給920円
時　間▶ 9:00～17:00の間で5～7h ※応相談
勤　務▶月～土の間で週3～5日 ※応相談
休　日▶日祝
資　格▶ 未経験者歓迎、PC入力可能な方尚可
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

施設内禁煙
応　募▶まずはお電話ください。

短期スタッフ募集!
千歳 期 梱包

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
千歳にて面接を実施します。 担当/熊谷

期　間▶ 期間の定め無し ※長期契約 65歳以
上は嘱託契約（1年毎の契約更新）

待　遇▶ ①②6h勤務のみ社保加入有、交通費規
定支給、制服貸与、無料駐車場有、有給
休暇（半年後から）、喫煙場所無 ※ホテ
ルの客室は１フロア喫煙可能客室有

勤務先▶千歳市幸町5丁目6-1

共
通
項
目

 011-707-5228

札幌市北区北7条西1丁目2-6■ビルメンテナンス業
協和総合管理㈱ 札幌支社

給　与▶ 時給1,000円～ ※経験考慮 
※ 延長・残業代別途支給（5分単位で支給）

時　間▶ 8:00～16:00（実働7.25h）
勤　務▶月平均21日

❶ 清掃管理者 ★社保完備

給　与▶ 時給940円～ ※経験考慮  
※延長・残業代別途支給（5分単位で支給）

時　間▶ 9:00～16:00の間で実働4.5～6.15h
勤　務▶ 月平均15～21日 ※扶養内の勤務もOK

❷ 客室清掃者 ★社保完備

千歳 パ 管理者、清掃

北広島 派 卵の検品、箱詰め

電話連絡の上、写真付 
履歴書をお持ちください。 
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。

ローソン自衛隊北千歳駐屯地店 千歳市北信濃724

◆北千歳駐屯地内店舗
期　間▶6ヶ月毎の更新（長期）
仕　事▶店内業務全般
資　格▶  車通勤可能な方、 

ダブルワーク・シニア・学生可
時　間▶ 6:00～11:00※ 休憩なし、残業なし
給　与▶ 時給940円
勤　務▶  週2日～ ※応相談
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▶ 陸上自衛隊北千歳駐屯地内 

（千歳市北信濃724） 
※中央バス「北千歳駐屯地前」停すぐ

42-2121

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？
千歳 パ 店内業務

期　間▶即日～翌3/31　その後1年毎の更新制
給　与▶ 一般/時給930円、17時以降/時給980円 

高校生/時給920円～
勤　務▶ 日数・休日応相談
待　遇▶ 有給休暇、制服貸与、雇用保険、交通費規定

支給、屋外に喫煙スペース有

恵庭市黄金南
6丁目10番地4

まずはお電話でお問い合わせください。
後日面接日をご相談させていただきます。 

担当/採用係39-5555

共
通
項
目

◆青果

◆レジ 学生歓迎

時　間▶ 8:00～13:00
時　間▶  9:00～13:00 

17:00～22:00
◆惣菜 時　間▶ 8:00～13:00

 日数・休日
応相談！

恵庭 ア パ 店内業務

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

期　間▶ 即日～翌3月31日　※状況により更新の可能性有
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　 

※休憩1h、残業なし
勤　務▶ 週2～5日　※シフト制
待　遇▶ 交通費規定支給、屋内に喫煙スペース有、 

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

恵庭市恵南1番地
〒061-1411㈱ロバパン恵庭

工場

32-4346 受付/月～金 8:30～17:30 
担当/やまだ・うえだ

★昨年の経験者は面接不要です。  
★ 定員に達したら締切りますので、 
例年お越しの方もお早めに 
お申し込みください。

新型コロナウイルス感染症対策を実施しております。資　格▶ 18歳以上（高校生不可）、未経験者大歓迎、長時間の立ち仕事に支障がない方
待　遇▶ 恵庭市内送迎バス有、交通費規定額別途支給、制服・作業靴等貸与、無料駐車場完備、分煙（休憩室に喫煙スペース有）共通項目

最大皆勤特別
手当!!

皆勤特別
手当!! 3,000円8,000円 4,000円皆勤特別

手当!!

期　間▶ 11/24（木）～12/24（土）
給　与▶ 時給1,050円 

（22～翌5時は時給1,313円）
時　間▶ 9:00～18:00
休　日▶ 週2日（基本土日）

期　間▶ 12/21（水）～12/23（金） 
12/19～12/24も来られる方歓迎

給　与▶ 時給1,100円 
（22～翌5時は時給1,375円）

時　間▶ 2021年の実績を目安にしてくだ
さい。　※上記表参照

期　間▶ 12/20（火）～12/23（金）
給　与▶ 時給1,050円 

（22～翌5時は時給1,313円）
時　間▶ 2021年の実績を目安にしてくだ

さい。　※上記表参照

クリスマスケーキ製造補助 ケーキ製造全般補助
11/24木▶12/24土 12/21水▶12/23金 12/20火▶12/23金

12/21 21:30～翌9:30
12/22 18:30～翌5:15
12/23 19:00～翌3:30

12/19 0:30～10:10
12/20 21:00～翌2:00

★ クリスマス直前の数日間は、全員深夜勤務となります。

12/19～23の手当6,000円  
さらに、11/24～手当+2,000円（他は皆勤1,000円） 2日間全て勤務で手当3,000円!! 手当は3日連続勤務で2,000円 4日で4,000円!!

▼2021年実績 12/22 18:00～翌4:00
12/23 17:30～22:30

12/20 18:30～20:00
12/21 19:30～翌3:00

▼2021年実績につき変動有

時
給

時
給

時
給円 円 円

4日間
超短期

2日間

超超短期
1ヶ月の
短期

学生さん、お友達同士、親子でもたくさんのご応募お待ちしています。

お
仕
事
の
内
容
は 

◀
コ
チ
ラ
か
ら

12/21 20:00～翌8:45
▼2021年実績につき変動有

12/22 17:30～翌5:00

いちごのケース詰め

短 

期
ロバパンXmas 毎年人気!!

短期アルバイト

1,0501,050 1,100 時
給1,100円

皆勤特別手当!! 3,000円

ケーキ・パンの仕分け

期　間▶ 12/21（水）～12/24（土） 
※ 12/16（金）～12/25（日） 
15:00～翌0:00の仕事もあります。

給　与▶ 時給1,100円 
（22～翌5時は時給1,375円）

時　間▶ 2021年の実績を目安にしてください。
※上記表参照

12/23 1:00～9:00
12/23 18:00～翌1:00
12/24 1:00～8:00

12/21 21:00～翌3:00
12/22 3:00～9:00
12/22 19:00～翌1:00

学生さん
歓迎
12/21水
▶12/24土

TELか応募フォームより 
ご応募ください。 
面接日時をお知らせします。
Zoom面接も実施します 
｢Q人ナビ11/4号を見た｣とお電話ください！

▶
応
募
は

コ
チ
ラ
か
ら

12/29㈭に銀行口座へ振り込み予定!

恵庭市内の方は
ご自宅近くまで送迎あり!!
（他の地域の方はご相談ください。）

▼2021年実績につき変動有

恵庭 ア 製造、ケース詰め

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ ①箱折り作業  

②封筒作り（発送用、スタンプ押し） 
③製品のシール貼り作業 
④PCによるネット販売の登録、 
　梱包、発送業務

資　格▶ 障がい者手帳、受給者証をお持ちの方 
（手帳をお持ちでない方もご相談ください。）

給　与▶ 工賃/1日950円
時　間▶10:00～14:00 ※応相談
休　日▶ 月～金 ※応相談
待　遇▶ 無料送迎有、食事有（自己負担/100

円）、余暇活動有、施設内禁煙

就労支援B型事業所　ジョブタス千歳勇舞事業所

就労支援B型事業所
ジョブタス千歳勇舞事業所

千歳市勇舞6丁目7番地2 ◆事業所番号/0111100905

まずはお気軽に 
お電話ください。 0123-29-4980

月、週1回～でも対応いたします！

全て送迎いたします!
千歳・恵庭 
安平・長沼

障がいのある方のためのお仕事です。

千歳 他 製作他

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

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

無資格
OK!

★詳しくはお電話で♪
詳しくは

お電話ください！

千歳市北斗4丁目
13番20号

27-0911
■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

★年齢不問
★短期もOK!!

あ
り皆勤賞

1ヶ月休まず頑張ろう

千歳・恵庭 委 ポスティングスタッフ、配達員

配布員

幅広い年齢層を募集中
学生からシニアまでの

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▶ 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 ※実働7.25h、休憩1h 

※残業なし ※9:00～15:00まで等、相談OK！
給　与▶時給1,050円
休　日▶土日祝他 ※週4日勤務から相談可

仕　事▶ アウトレットモール内の店舗での 
接客販売

期　間▶即日（応相談）～3ヶ月毎の更新予定
時　間▶ ①9:30～18:30　 

②10:30～19:30 
※①②のシフト制　 
※実働7.5h、休憩1.5h、残業なし

給　与▶時給1,250円　
休　日▶週休2～3日シフト制

㈱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

http://www.imp-link.co.jp/chitose/

一般労働者派遣事業/派01-300271
有料職業紹介事業/01-ユ-300107

千歳 派 組立作業、接客販売

勤務地▶千歳市
待　遇▶各社保、交通費規定、受動喫煙対策有

0123-25-3221

♦ 小型通信部品の組立 ♦ 腕時計の接客販売

短期・長期、扶養内・フルタイム、直接雇用予定の製造・作業系から接客・販売や受付・事務のお仕事ご用意しております♪

扶養内での
勤務もOK!!

《共通項目》

駅チカ !

『次は何のお仕事しようか・・・？』
と、お悩みなら是非ご相談下さい♪ 


