
2022年11月4日（金）ちゃんと 16

年齢幅広く活躍できます!!

0123-26-5061受付/14～18時担当/浅野、山川

まずはお気軽にお電話ください。

千歳市幸町
2丁目3-2

期　間▶雇用期間の定めなし
時　間▶ 17:30～22:00の間 ※18:00～も可 応相談 

※ 残業なし ※深夜割増有
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、休憩室禁煙

仕　事▶ 接客、配膳、料理説明、片付け等
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶時給1,250円
勤　務▶週3～5日程度

仕　事▶ 洗い場兼調理補助
資　格▶ 調理経験のある方優遇
給　与▶時給950円
勤　務▶週1～2日

1,250円時
給 950円

時
給

◆ホールスタッフ

◆洗い場兼調理補助

共通項目

千歳 ア ホールパ 洗い場兼調理補助

洗い場兼調理補助ホールスタッフ

千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

まずはお気軽にお電話ください。

0123-27-0911
〒066-0073 千歳市北斗4丁目13-20 ■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 生活情報紙｢ちゃんと｣の広告・企画営業（既存の取引先の訪問及び新規開拓）、 

顧客管理業務（データ入力） ※月に数回ちゃんとの配布業務有
資　格▶ 要普免、千歳・恵庭市内在住の方、エクセル操作できる方
給　与▶ 月220,000～420,000円　 

※ 基本給150,000円+職務手当（残業10～15h分含む）70,000円＋業績給
時　間▶ 9:00～18:00（休憩95分） 

※ 月曜日は、若干の残業があります。（月平均4～15h程度）
休　日▶ 日曜日、隔週土曜日（4週月は2回、5週月は3回）
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、昇給・賞与有（業績による）、車通勤可、 

試用期間1～3ヶ月位有、敷地内禁煙

営　  業
スタッフ

募
集正社員

あなたの「好き」を活かしませんか？

千歳・恵庭 正 営業

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！

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶ ホテル内レストランでのお客様の 

ご案内や食事の補充等
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給1,000円～ ※早朝手当有
時　間▶4:30～11:00 ※残業無し、休憩0.5h
勤　務▶週3～4日 ※応相談
待　遇▶ 社保完備（勤務による)、交通費規定支給、車通

勤可、エプロン貸与、受動喫煙対策有

WワークOK　朝の時間を有効に活用できます。

たくさん働きたい!
扶養内勤務希望! 日数応相談

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

まずはお気軽にお電話ください。担当/金子

千歳 パ ホールスタッフ

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 有料老人ホームの入居者に対する介護業務全般
資　格▶ 介護職員初任者研修修了以上
給　与▶   基本給/月160,000円 

＋職務手当30,000円 
＋夜勤手当7,500～10,000円/回 
＋遅番手当2,000円/回 
＋介護福祉士手当3,000円/回 
＋皆勤手当20,000円 ※規定有

時　間▶ 早番/6:00～15:00、日勤/8:30～17:30 
遅番/11:00～20:00、夜勤/17:00～翌10:00  
※残業なし

休　日▶ シフト制、年間休日/108日
待　遇▶ 社保完備、通勤手当支給、車通勤可、賞与

年1回（業績によって変動） ※前年度実績
/480,000円、制服貸与

◆ 介護職員

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 有料老人ホームの入居者に対する介護業務全般
資　格▶ 介護職員初任者研修修了以上
給　与▶ 時給1,150円 

入浴介助（午前中の1～2h程度）/時給1,500円
時　間▶ 6:00～18:00の間で3h以上
勤　務▶ 週3～5日　※シフト制
待　遇▶ 社保完備（勤務による）、車通勤可、制服貸与

◆介護職員（パート）

勤務時間はご相談ください!!

増改築オープン!!
11月1日

千歳市みどり台
北2丁目5番15号株式会社 ゆうしんかん

0123-42-3058
●お気軽にお電話ください。 ●施設見学もOK♪

担当/鳴海

ゆうしんかん株式
会社

スタッフ追加募集

千歳 正 パ 介護職員

しました

パーラー恵み野

まずはお気軽にお電話ください。 
面接には写真付履歴書をお持ちください。

 0123-36-4114
恵庭市恵み野西1丁目4番
受付/平日9～17時

◆ 駐車場スタッフ/恵庭市・北広島市
仕　事▶ 駐車場のゴミ拾い・分別等、その他、 

店内床のモップ拭き
給　与▶時給920円
時　間▶ 7:30～12:00 

※休憩15分、基本残業なし
勤　務▶週3日程度

《共通項目》
期　間▶雇用期間の定め無し
資　格▶ 未経験者歓迎
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、車通勤可、 

受動喫煙対策無し
勤務先▶ 恵庭市恵み野西1丁目4 

北広島市中央3丁目6-1

仕　事▶ アミューズメント施設内の厨房にて、 
簡単な調理業務

給　与▶時給960円
時　間▶ 9:00～15:00の間で3～5h程度 

※休憩15～30分、基本残業なし
勤　務▶週2～4日

◆ 厨房スタッフ/恵庭市

スタッフ募集!駐車場 厨房 時間
応相談

恵庭・北広島 パ 清掃、厨房

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

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▶ 年1回一時金支給、昇給制度あり、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▶雇用期間の定めなし
資　格▶ 給食施設及び飲食店厨房勤務経験のある方
給　与▶ 朝食:時給1,200円　夕食:時給1,100円
時　間▶ 6:00～10:00、16:00～20:30 

※休憩、残業なし　※応相談
休　日▶ 日曜日、大学の休日　※夏季・冬季休み有
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、食事付き、館内全面禁煙
勤務先▶ 千歳科学技術大学指定学生会館シェルブルー千歳 

千歳市北栄1丁目1-39

札幌市北区北8条西6丁目2-20 
新和ビル(株)エステートシンワ

応募 0123-40-8700

学生寮の食堂での 
お仕事です！ 1,100～1,200円

時 給 パート
千歳 パ 調理

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

◆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

目視検査 食品製造 電話対応

スタッフ募集！

仕　事▶冬季の除雪に関する電話対応や受付対応
期　間▶12月中旬～翌3月中旬
時　間▶ 8:30～17:30 ※休憩1h、残業月5h程度
給　与▶時給1,020円
休　日▶ 週休2日シフト制（基本土日休み）

待　遇▶ 各種保険完備、交通費規定支給、 
屋内、外に喫煙所有

勤務先▶恵庭市

有限会社 イーワークス 人材派遣業 派01-300151職業紹介 01-ユ-300083
恵庭市京町80番地恵庭商工会議所ビル1F

お電話またはE-mailでお問い合わせください。

0123-33-5555 info@eworks-jobnet.com

食品製造スタッフ
★①の時間帯は送迎利用可能です♪

★週3日勤務から相談可能!!

仕　事▶ ①商品の製造・梱包・箱詰め等 
②商品原料の機械への投入作業等

期　間▶長期（2ヶ月毎の更新制）
給　与▶時給1,000円
時　間▶ ①9:00～18:00 ※休憩1h、 

　9:00～13:30、13:00～18:30 
　※上記時間帯のいずれか 
②8:30～17:30 ※休憩1h 
※残業月5h程度

休　日▶ 週休2日シフト制

★送迎の利用が可能です♪

目視検査スタッフ
★自分のデスクで検査をします

仕　事▶ 金属部品を目視検査し、傷や欠け等の 
不良品を選別する作業

期　間▶長期（2ヶ月毎の更新制）
時　間▶ 8:30～17:30　※休憩1h、残業なし
給　与▶時給1,100円
休　日▶ 日曜、祝日、指定土曜日、 

他企業カレンダーあり

【短期】電話対応スタッフ

共通項目

恵庭 派 目視検査、食品製造、電話対応

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

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。）

看護助手を募集しています
市立千歳市民病院

仕　事▶患者様の身の回りのお世話（着替え・食事・入浴・移動の介助・シーツ交換等）
資　格▶ 経験・資格は問いません　 

※院内研修がありますので未経験でも安心です
時　間▶ 6:00～14:00、11:00～19:00、13:00～21:00 

この時間帯での交替制となります ※実働7h
給　与▶  介護福祉士の資格有/月151,200～166,103円 

ホームヘルパー等の資格有/月147,316～159,870円 
無資格/月144,606～155,083円 
※ 過去の勤務年数を加算し報酬を決定します。

休　日▶4週8休（土・日・祝日勤務有）
待　遇▶ ボーナス支給有、有給休暇等千歳市正職員に準じた各種制度、 

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。
★性別・年齢は問いません ★ 現在、30～60代の方が継続して勤務されています

［応募］面接は随時実施します。事前に連絡をし、申込書類をお持ちください。詳
細
は
▶

コ
チ
ラ
か
ら

院内保育所 
利用できます♪

千歳 パ 看護助手


