
2022年11月11日（金） ちゃんと9

2店舗同時募集

選べる5つの時間帯！ 時間を有効活用しませんか？

26-7113応募 ［担当］/タカハシ
千歳朝日町店 千歳市朝日町4丁目37-1

◆レジ・接客・品出し等、店内業務全般
期　間▶長期
時　間▶ ①8:00～13:00 ②13:00～17:00 

③17:00～21:00 ④21:00～24:00 
⑤0:00～8:00 ※休憩1h、残業なし

勤　務▶ 週1日～
給　与▶ 時給920円～ ※22～翌5時は時給1,150円 

（試用期間/時給920円）
資　格▶未経験者歓迎
待　遇▶ 車通勤可（P完備）、制服貸与、 

能力に応じ昇給有、店舗外に喫煙所有
勤務先▶ 千歳朝日町店（千歳市朝日町4丁目37-1） 

千歳千代田店（千歳市千代田町4丁目13）

千歳千代田店千歳朝日町店

千歳 ア パ 店内業務全般

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

勤務日は相談の上決定。

担当/古瀬22-0866電話連絡の上、
写真付履歴書を
お持ちください。

期　間▶雇用期間の定めなし
資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許
時　間▶ 18:00～翌5:00 

1ヶ月単位の変形労働時間制
勤　務▶4勤1休、もしくは週休2日
給　与▶  入社1年間は 

4勤1休/月270,000円   
週休2日/月230,000円を最低保証 
※当社規定有

待　遇▶  各社保完備、入社祝金制度（10万円/規
定有）、制服貸与、退職金制度、車通勤可
（駐車場完備）、喫煙室有

★二種免許取得養成制度有!
★異業種からの転職者も歓迎します!

募
集

夜勤
乗務員 

選べる
働き方

週
休
2
日

4
勤
1
休

さわやか無線センター

千歳 正 嘱 タクシー乗務員

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 ※休憩、残業なし
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

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!

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

☆ お仕事イロイロ♪面接会でご相談ください。お話だけでもOK!面接会開催 恵庭市民会館/サークル研修室 18:00～20:00

応
募

0120-35-0909
（通話無料/平日9～20時、土日9～18時）

0909work

北日本事業統括部 千歳営業所
㈱ジャパンクリエイト
千歳市千代田町5-5-1 戸田ビル2F

労働者派遣許可番号 
（派）27-300717 
有料職業紹介事業許可番号 
27-ユ-300414

時　間▶ 9:00～18:00　※12/19以降は夜勤勤務となり
ますので、ご対応いただける方大歓迎！ 
【12/19】0:30～10:00 
【12/20】21:00～翌2:00 
【12/21】21:30～翌9:30 
【12/22】18:30～翌5:15 
【12/23】19:00～翌3:30　 
※休憩1h　※残業なし

◀こちらからチェック!!▶

仕　事▶ クリスマスケーキの製造　NO.1957-A-03 
イチゴのヘタ取り、イチゴの選別、シール貼り等

期　間▶11/24～12/24
給　与▶ 時給1,180円～　※22時以降時給1,475円
休　日▶土日
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、喫煙ブース有、 

車通勤可、クリスマスケーキの格安購入可
勤務先▶恵庭市恵南

恵庭 派 工場内作業

11/15火

〈勤務先〉

❷

期　間▶長期
仕　事▶ 食洗機を使用しての食器洗浄、拭き上げ、片付け、清掃等
時　間▶ ①18:00～22:00 

② 7:00～11:00、11:00～15:00or16:00、 
17:00～21:00or22:00　※残業なし

給　与▶ ①時給1,100円 ②時給920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

食器洗浄スタッフ
募集!!

札幌市中央区北2条西2丁目26番地　道特会館5F
0120-278-088S・TEC株式会社 札幌営業所

未経験者
も大歓迎!!扶養内

勤務OK!!

❶
千歳市美々 新千歳空港ポルトムインター 

ナショナル北海道 国際線旅客ターミナルビル

千歳市北栄2丁目2-1ANAクラウン 
プラザホテル JR千歳駅から徒歩5分！

千歳 ア パ 食器洗浄

(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

北海道東急ビルマネジメント㈱
千歳・苫小牧営業所

〒066-0027 千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F

0123-22-1090

勤務先▶安平町
仕　事▶ スクールバス運転手
資　格▶ 大型一種免許（二種なお可）
給　与▶月給160,000円
時　間▶ 6:30～19:00(8h) ※残業月10h程度
勤　務▶週5日
期　間▶1年毎の更新制
休　日▶ 土・日曜、祝日、年末年始、 

夏休み、冬休み（休校日）
待　遇▶ 雇用・労災保険、厚生年金、健康保険、車

通勤の交通費規定支給、敷地内喫煙所有
電話連絡の上、後日面接を行います。【平日／9～18時】

急募!!
子供たちを送り迎えする、
運転手さんを募集しています。

安平 契 スクールバス運転手

0123-32-1888
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

【担当】佐々木
【受付】9～17時

❷おせち料理製造

㈱紀文食品 恵庭工場
■水産練製品製造・販売

恵庭市戸磯201番14（恵庭テクノパーク内）

❷おせち料理製造スタッフ
仕　事▶ おせち料理を詰める等の簡単な補助作業など
給　与▶ [12月24日～26日]時給1,050円 

[12月27日～29日]時給1,100円 
※6日間すべて勤務の方にはプラス5,000円支給

期　間▶ ①12月24日（土）～12月29日（木） 6日間 
②12月25日（日）～12月29日（木） 5日間 
③12月26日（月）～12月29日（木） 4日間 
④12月27日（火）～12月29日（木） 3日間 
⑤12月28日（水）～12月29日（木） 2日間 
★上記の中で選べます！

時　間▶ 8:30～17:30 
※休憩1h、残業は生産状況により1日0～1h程度 
※但し最終日12月29日（木）は16：00終了予定 
※生産状況により残業や変更になる場合有

❶食品製造補助・梱包スタッフ
仕　事▶ かまぼこ･なると巻き等の包装、箱詰め作業など
給　与▶時給1,050円
期　間▶  ①11月14日（月）～12月29日（木） 

②12月9日（金）～12月29日（木）
時　間▶ 9:00～18:00 

※休憩1h、残業は生産状況により1日0～1h程度 
※生産状況により残業や変更になる場合有

休　日▶ 日曜・水曜 
※但し、12月25日（日）・28日（水）は出勤 
※生産状況により変更になる場合が有年末

恒例

毎年人気のお仕事!

❶食品製造補助・梱包

50名大募集!

短期スタッフ

初めての方も
リピーターの方も大歓迎!!

共通
項目

資　格▶ 未経験者歓迎 ※食品製造業のため、ピアス・
マニキュア・付け爪・ひげ等禁止

待　遇▶ 車通勤可、交通費規定支給、制服貸与、喫煙室有 

期間が選べる！
冬休み・学生バイトもOK!

恵庭 ア ①食品製造補助・梱包スタッフ②おせち料理製造スタッフ

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

期　間▶長期
給　与▶  時給1,000～1,450円（高校生/時給950円～） 

※試用期間1～3ヶ月有/時給920円
時　間▶ 10:30～20:30の間でシフト制 

例）11:00～14:00、17:00～20:00等 
※ 休憩有（勤務時間による）、 
繁忙期のみ残業の場合あり

勤　務▶週1日～OK
待　遇▶ 交通費規定支給、昇給有、制服貸与、 

正社員登用制度有、店内禁煙

46-2221応募 担当/さいとう

かまど円山 新千歳空港店
千歳市美々新千歳空港ターミナルビル3F

リニューアル
スタッフ募集！

　　◆扶養内勤務もOK‼　
　◆フリーターも歓迎‼
◆学生歓迎！ 高校生も可！

千歳 ア ホール、キッチン

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▶ 構内および洗車機への車両移動、 
拭き上げ作業

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 ※残業なし
給　与▶時給1,100円
休　日▶ 日曜、祝日他シフトによる 

週休2日
勤務地▶恵庭市

仕　事▶ 新千歳空港内の温泉施設内の館内、脱
衣所、手洗い場等の清掃作業

期　間▶即日（応相談）～3ヶ月毎の更新予定
時　間▶ 7:30～12:30  

※実働5h、休憩・残業なし
給　与▶時給1,100円　
休　日▶週2～3日シフト制
勤務地▶千歳市

㈱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・恵庭 派 洗車、清掃

待　遇▶各社保完備、交通費規定支給、受動喫煙対策有

0123-25-3221
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♪

♦ 車両の洗車・構内移動 ♦ 清掃スタッフ1日7時間の
お仕事

1日5時間の
お仕事

《共通項目》

「次のお仕事探しに行かなきゃ」
と思ってる方

お仕事探しのサポート＝「さがさぽ」
千歳支社にてご予約承り中です！

新規ご登録でご来社頂いた方全員に
QUOカード1000円分 プレゼント実施中

11月末まで


