
2022年11月25日（金） ちゃんと13

苫小牧市美沢
261-56

まずはお気軽にお電話ください。

0144-58-4111
エアポートパーキング

担当/竹内 

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 駐車場と新千歳空港間（片道10分）の送迎業務、

車の出し入れ係
資　格▶ 中型一種免許以上、年齢・経験不問、シニアOK
給　与▶ 時給920円～ ※深夜手当、残業手当有 ★日払い可
時　間▶ ①5:30～14:30 ②14:00～23:00 

※①②シフト制、休憩1h、繁忙期は残業の場合有
勤　務▶ シフト制、日数応相談 
待　遇▶ 中型免許限定解除養成有、制服貸与、 

車通勤可、日払い可、事務所内禁煙

日払い可！
募集!!バスドライバー

週末
食事付き♪

苫小牧 ア バスドライバー

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・50代 
活躍中!

恵庭 契 パ 児童指導員

期　間▶長期 ※3ヶ月毎更新
仕　事▶フロント兼ベッドメイク
給　与▶ 時給980円　 

※22～翌5時/時給1,225円
時　間▶ ①9:00～15:00 ②19:00～翌1:00 

③19:00～翌8:00　 
　※8h以上勤務で休憩1h、残業なし

勤　務▶①②週2日程度 ③週1～2日程度
待　遇▶ 労災保険、試用期間3ヶ月、 

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 フロント兼ベッドメイク

株式会社エフビーエス
〒061-1411　恵庭市恵南1番地恵庭工場  34-6866

まずはお気軽にお電話ください。

受付/9～17時 担当/石橋

機械オペレーター募集!

《共通項目》
期　間▶即日～長期
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
休　日▶ 土日 ※他工場指定の休日有
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、正社員登用制
度有、喫煙ブース有（それ以外は禁煙）

②機械オペレーター  
★未経験者OK（機械操作をしてパンを成型します）
時　間▶ 9:00～18:00 

※休憩有、残業月/0～15h（応相談）
給　与▶ 時給970円 

※試用期間3ヶ月/時給920円

①製造スタッフ ★4時間～OK!
時　間▶ 6:00～翌3:00の間で応相談 ※4h～可 

※6h以上で休憩有、残業月/0～15h（応相談）
給　与▶ 時給920円 

※22:00～翌5:00/時給1,150円

セブン-イレブン・ジャパン向けの
パン生地製造をしている会社です。

★土日お休み! 
★昇給有!（人事考課による） 
★正社員登用制度有!

パン製造スタッフ（ライン作業）
恵庭 パ 製造スタッフ、機械オペレーター

ANAクラウンプラザホテル千歳

担当/吉田応募 090-4612-9624
千歳市富丘4丁目1-7北海道エイト株式会社

★面接時、履歴書不要 ★年齢不問

客室清掃スタッフ募集!!

お気軽にお電話ください♪

◆ 客室清掃
給　与▶時給950円～
時　間▶ 基本時間10:00～14:00、 

　　　　14:00～18:00 
※基本時間以外の勤務時間相談可  
※稼働状況により希望者のみ残業有

期　間▶1年毎の更新制
休　日▶シフト制
待　遇▶ 社保完備、交通規定支給、 

制服貸与、館内禁煙
勤務先▶ ANAクラウンプラザホテル千歳 

（千歳市北栄2丁目2-1） ※駐車場無し

丁寧に教えます!

未経験者歓迎！

千歳 ア パ 清掃

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/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▶ 7:30～11:00 

※休憩15分、基本残業なし
勤　務▶週3日程度

《共通項目》
期　間▶雇用期間の定めなし
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、 

受動喫煙対策なし
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

仕　事▶ 「生活情報紙ちゃんと」の配布員さん
の自宅に荷物を届ける仕事です。

資　格▶ 大きめの車をお持ちの方
給　与▶ 月11,000円程度（配達件数による）
時　間▶ 毎週水曜日の2～3h程度 

（担当軒数による）

まずはお気軽にお電話ください！

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

「生活情報紙 ちゃんと」の
配布員さんの自宅に
荷物を届ける仕事です。

水曜日
だけ！

週1日配達員
（班長さん）募

集
【募集地域】

千歳
長都・みどり台 方面

千歳・恵庭 委 配達員（班長）

期　間▶即日～12月末まで
時　間▶ 9:00～15:00の間で4～6h　 

※6h勤務で休憩45分、残業なし
給　与▶時給1,030円～ 
休　日▶シフト制（週3日勤務～相談可能）　　勤務先▶千歳市

千歳市民文化センター　小会議室1場所お仕事登録会
相談＆ 開催 11/30　 9:00～12:00開催日時 水

期　間▶即日～長期
時　間▶  ①7:30～16:30　②5:00～14:00 

③12:00～21:00　④16:00～21:00 
⑤9:00～18:00 
※希望の勤務時間で就業可能、残業なし 
※6h以上勤務で休憩45分、 
　8h以上勤務で休憩1h

給　与▶時給983円～ 
休　日▶シフト制（週3日勤務～相談可能） 
勤務先▶恵庭市

期　間▶ 即日～長期
時　間▶ 5:00～23:00内のシフト勤務、残業なし 

※6h以上勤務で休憩45分、 
　8h以上勤務で休憩1h

給　与▶時給1,011～1,200円
休　日▶シフト制（週3日勤務～応相談）
勤務先▶千歳市

勤務日数相談可
時間の相談可能
ベッドメイクなし

選べる勤務時間

24時間受付OK！お気軽にお電話ください。
0120-172-642

㈱アスクゲートノース 千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F
当社は「社団法人 日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号 派01-300587

待　遇▶受動喫煙対策有、各社保完備
《共通項目》

期　間▶即日～長期
時　間▶ ①12:00～21:00、15:00～24:00、18:00～翌3:00 

②9:00～18:00、12:00～21:00 
　15:00～24:00、18:00～翌3:00 
※選べる勤務時間 ※休憩1h、残業なし

給　与▶ 時給983～1,210円 ※深夜割増有
休　日▶ シフト制（週4～5日勤務～応相談）　　勤務先▶恵庭市

安心の 
長期の
お仕事

期　間▶即日～長期
時　間▶  ①7:30～16:30 ②8:30～17:30 

③9:30～18:30 ④12:00～21:00 
⑤14:00～23:00 
※希望の勤務時間で働けます。 ※休憩1h、残業なし

給　与▶ 時給1,115円～ ※22時以降深夜割増有
休　日▶土日　　勤務先▶千歳市

千歳・恵庭 派 生地作り・包装、仕分け、製造、清掃、空港スタッフ

期　間▶6ヶ月毎の更新
仕　事▶ ①新千歳空港での保安検査業務 

②新千歳空港保安検査場での案内係
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇、 

学生可（高校生不可）
給　与▶ 時給1,300円 

※試用期間3ヶ月（同条件）
時　間▶ 7:00～13:00（実働5h） 

7:00～20:00（実働10.5h） 
18:00～21:45（実働3h）　※応相談 
※残業なし、勤務時間により休憩有

勤　務▶ 週1日～可　 
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、有

給休暇制度、交通費規定支給（最
大10万円）、送迎有、制服貸与、入
社後30h（約4日以上分）は座学研
修、受動喫煙対策有 

勤務先▶新千歳空港国内線

★ 半数近くが女性！ 
学生さんや30～40代、主婦の方が活躍中！
★掛け持ち勤務歓迎！
★ 送迎バスは時間帯により千歳市内の 
指定場所からであれば利用可能

〒066-0009
北海道千歳市柏台南1-3-1 千歳アルカディア・プラザ2F

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は(株)セノン千歳支社で行います 0123-29-4865
株式会社セノン千歳支社

担当/渡邊・小池
受付時間/8:30～17:30

千歳 ア パ 空港保安検査スタッフ・案内係

募集！

検査スタッフ
案内係

　　　　　　　　共通項目
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

 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

◆ホールスタッフ

◆洗い場兼調理補助

年齢幅広く
活躍できます!!

ホールスタッフ
1,250円

時
給
洗い場兼調理補助
時
給

募
集950円

千歳 ア ホールパ 洗い場兼調理補助
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

(株)東洋実業 恵庭営業所
恵庭市黄金中央1丁目13-11  クレール黄金1F

応募 ［担当］
採用係

期　間▶長期
仕　事▶施設警備業務
時　間▶ 7:00～12:30、12:30～18:00 

※実働5.5h、残業なし
給　与▶ 時給920円 

※月収例/13日出勤で65,780円
休　日▶日　※月13日程度の勤務
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、 

車通勤可、施設内分煙
勤務先▶ 日本高圧コンクリート(株)千歳工場 

（千歳市北信濃854）

施設警備募集!

33-8225

千歳 パ 警備


