
2022年11月4日（金） ちゃんと13

受付/9～19時
担当/村上0123-45-0039

雪ミクスカイタウン

10～20代の方が
活躍中!!

千歳市美々987-22新千歳空港国内線4F 

仕　事▶ 品出し、レジ、販売、その他店内業務
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇、学生可、高校生可
給　与▶ 時給920円
時　間▶ ①8:30～14:00（実働5h）  

②14:00～19:30（実働5h） 
③8:30～16:30（実働7h）  
※上記時間帯以外も応相談、休憩有、残業なし

休　日▶シフト制
勤　務▶ 週2～4日程度
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、交通費全額

支給、エプロン貸与、昇給有 、社員割有

休日希望は100％承認!

まずはお気軽にお電話ください。

★服装・髪型★
自由♪

残業は
ほとんど
ありません！

千歳  ア パ 店内作業全般

千歳・恵庭 派 運搬作業、マシンOP、製造補助、設備メンテ、検品

時 給

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。

★随時面接致します。
【月～金曜】9～18時0120-357-337

080-5729-7602 （土・日曜、祝日）

［恵庭市戸磯］電子機器の部品製造 ★増員募集
仕　事▶ プリント配線基板検査・製造業務。素材の穴あ

けや、切断等、機械を使用した作業が中心です。
重労働はありません。

期　間▶ 即日～3ヶ月
資　格▶ 未経験者歓迎、資格不問
給　与▶ 時給1,300円 

※22時以降深夜割増（時給1,625円）
時　間▶ 8:30～17:00 ※休憩1時間15分 

20:30～翌5:00 ※休憩1時間40分 
※シフト制　※月45h程度の残業有

勤　務▶ 4勤2休または5勤2休（会社カレンダーによる）
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

無料P有、各社保完備、喫煙所有

製造スタッフ
★未経験者歓迎！
★しっかり稼ぎたい
　方にオススメ!

期間満了後5万円の報奨金支給! 急募

1,3001,3001,300

恵庭 派 部品製造

〒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▶ 社保完備、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

仕　事▶ 通所リハビリ送迎時の乗降介助、 
リハビリテーション実施時の補助業務

資　格▶ 未経験者可
給　与▶ 時給950円
時　間▶  7:30～18:00の中で8h勤務（シフト） 

※詳細は面談時にお伝えします。　 
※残業なし

休　日▶土・日曜・祝日 応募はこちら
でも可能です

〒066-0034 千歳市富丘1丁目618-6  医療法人社団 豊友会 千歳豊友会病院 人事担当宛

24-4191◎電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。 （医）豊友会 

千歳豊友会病院
Chitose Houyukai Hospital

https://www.foryou-hp.or.jpウェブサイトもご覧ください▶

ケアマネージャー 正社員

看護師（外来業務） 準職員

仕　事▶  薬剤師助手業務
給　与▶  時給920円
時　間▶  ①8:45～17:30（月・火・木・金） 

②8:45～12:45（水・土）　※残業なし
休　日▶日曜・祝日

仕　事▶  ケアマネージャー業務
給　与▶  月給184,000円～
時　間▶  ①8:45～17:30（月・火・木・金） 

②8:45～12:45（水・土）　※残業なし
休　日▶日曜・祝日

仕　事▶外来患者の看護業務
給　与▶時給1,500円
時　間▶   ①8:45～17:30（月・火・木・金） 

②8:45～12:45（水・土）　※残業なし
休　日▶ 日曜・祝日

通所リハビリアシスタント 準職員看護師（透析業務） 準職員

仕　事▶透析患者の看護業務
給　与▶時給1,500円
時　間▶ ①8:30～12:15　②9:00～17:45 

③9:45～18:30　④8:45～18:30 
※残業なし

休　日▶シフト制（4週8休+祝日）

薬剤師助手

《共通項目》
期　間▶長期 
待　遇▶ 交通費規定支給、 

車通勤可、制服貸与、 
受動喫煙対策有（施設内禁煙）

準職員

千歳 正ケアマネージャー準通所リハビリアシスタント、看護師（透析・外来業務）、薬剤師助手

まずは、お電話連絡の上、履歴書をご郵送ください。

期　間▶即日～令和5年3月31日まで、更新有り
仕　事▶ 女性専用のグループホームでの日常生活支援 

（入浴支援含む）
資　格▶要普通免許、経験不問
給　与▶時給1,010円　※処遇改善手当を含む
時　間▶13:00～19:00　※休憩なし、残業なし
休　日▶土・日曜　※その他シフト制
待　遇▶社保完備、処遇改善手当、交通規定支給
勤務先▶いずみ寮、各グループホーム

社会福祉法人 
千歳いずみ学園 

担当/田口26-6566

「生活支援・世話人兼務」のお仕事です！

共同生活援助事業所　 
いずみ寮
千歳市春日町3丁目5-1

千歳 パ 生活支援・世話人兼務

事務員
期　間▶長期
仕　事▶ 手書き納品書の作成、ソフトを 

使った会計業務、電話・来客対応等
資　格▶ パソコンの基本操作ができる方、 

実務経験又は基本知識がある方
給　与▶時給950円
時　間▶ 8:00～17:00  

※休憩1h、土曜/8:00～12:00 ※残業なし
休　日▶ 週休二日（水曜、日曜、祝日）、GW、お盆、年末年始
待　遇▶ 各社保完備（勤務による）、交通費規定支給、車通

勤可、無料駐車場有、正社員登用制度有、喫煙所有

千歳市上長都1160-21トライフード（株）

まずはお電話ください。面接日時・勤務開始日は相談に応じます。

0123-29-3320

★時間・日数応相談!

応募

千歳 パ 事務

エームサービスジャパン(株)

期　間▶半年毎の更新制 ※5年目以降無期雇用
時　間▶ 9:00～14:30 ※休憩30分 ※残業なし
給　与▶ 時給920円
勤　務▶ 週3～4日 ※応相談、平日のみも可
仕　事▶ 軽調理・盛り込み・サービス 

※月2日程度洗浄業務の為、15分程度延長有
資　格▶ 70歳まで（定年の為）  

※最長75歳まで延長の場合有、自力通勤可能な方
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、 

雇用保険加入（該当者）、喫煙スペース有
勤務先▶千歳市泉沢1007-39 大手企業内社員食堂

■三井物産グループ
千歳市泉沢
1007-39

090-5986-1013
まずは、お気軽にお電話ください。担当/おおわたり

※12:00～13:00はご遠慮ください。

社員食堂
スタッフ
募集

★働きやすい時間帯! ★平日のみもOK!
扶養内勤務もOK!

千歳 パ 社員食堂スタッフ

千歳市ホテル2棟同時募集

期　間▶即日～翌3月31日　※更新有
仕　事▶ 客室清掃 

（清掃、片付け、シーツ剥ぎ、ゴミ回収など）
時　間▶ 9:00～15:00　※残業なし 

（1日3h～お好きな時間で勤務可能）
給　与▶時給1,000円
勤　務▶週2日～OK
待　遇▶ 社保完備（勤務による）、制服貸与、 

有給休暇、受動喫煙対策有

客室清掃

札幌市中央区北2条西2丁目26番地　道特会館5F
C-TEC株式会社

〈勤務先〉

面接は現地で行います。

JRINN千歳❶ JR千歳駅のすぐとなり！
千歳市末広6丁目

❷ベストウェスタンプラス
ホテルフィーノ千歳

千歳市千代田町3丁目13
JR千歳駅から徒歩5分！

扶養内勤務OK!

即面接･即勤務OK!

年齢･性別不問！

高校生もご応募ください!

スタッフ募集!!

 0120-278-088

時
給 1,000円!!

簡単なお仕事から
スタートします

OK!

千歳 ア パ 客室清掃

◆ クリーンコーポレーションでは、スタッフの皆様が長く働けるように様々な改善に取り組んでいます。

㈱クリーンコーポレーション
総合ビル管理･労働者派遣事業(派01-300248)まずはお電話ください。出張面接も可能です。

札幌市中央区南22条西6丁目2-25 エムズ南22条 第3ビル4階
0120-147-551

《受付》平日9:00～18:00

仕　事▶馬鈴しょの皮むき、芽取り作業、具材の混ぜ込み、器具の洗浄等

仕　事▶ 冷凍コロッケを専用の容器に詰める、 
パック詰めされた商品を箱詰めする等　　

② コロッケの包装・梱包スタッフ

① コロッケの製造補助スタッフ

期　間▶長期　※短期も応相談
資　格▶未経験者歓迎、学生・フリーター・主婦（夫）歓迎、WワークOK
給　与▶時給1,000円～
時　間▶ 17:00～23:00　※実働6h 

※残業/月平均8～20h程度有、勤務日数によって変動有
勤　務▶週2～6日の間で相談OK
休　日▶日・祝
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、週払い可、屋内分煙
勤務先▶恵庭市戸磯

《共通項目》

恵庭 派 ①食品製造補助②食品包装・梱包

コロッケ製造
スタッフ募集！

★工場内は快適温度で過ごしやすい!
★ シフトは1週間ごとに決定！ 
予定が立てやすい！

★札幌・北広島・恵庭市内から送迎有！

(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

〒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、未経験者歓迎
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


