
2022年11月25日（金）ちゃんと 16

〈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

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

千歳・恵庭 派 マシンOP・運搬作業、製造補助・運搬・設備メンテ、検品・運搬

千歳 ア 小・中学校のICT活用サポート

履歴書( 写真貼付 )を郵送ください。追って面接日をお知らせします。

千歳市学校給食センター 千歳市流通3丁目1-11

栄養士募集

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社
千歳営業所

勤務先

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶ 給食調理全般、衛生管理、調理員へ

の衛生教育、衛生帳票管理、報告書
等の作成

資　格▶  管理栄養士、栄養士
給　与▶ 月給180,000円～
時　間▶ 7:30～16:30（実働8h、休憩1h） 

※ 状況によっては延長の可能性有
勤　務▶週5日　　休　日▶ 土・日・祝
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

駐車場有、敷地内禁煙、制服貸与

〒066-0028 千歳市花園5丁目7-3-103

★面接日・勤務開始日ご相談ください！

［担当］荒川070-4510-0065

千歳 契 栄養士

薬膳の知識に基づき、体調や季節に合った食材を
用いて､健康に役立つメニューを提案することがで
きる資格。
薬膳とは､食材の持つ性質を活かした中医学(中国伝
統医薬学)の事です。
調理師や栄養士の資
格と合わせるとより
効果的なメニューが
提案できます。また､
介護や医療､美容関係
で取得している方が
います。

期　間▶長期
仕　事▶ 厩舎、牧場内の清掃等の作業。 

馬に直接触れることはありません。
給　与▶ 時給1,000～1,200円
資　格▶ 未経験歓迎、性別不問、自力通勤可能な方、 

定年雇い止めのため60歳までの方 
※希望により継続雇用可能（65歳まで）

時　間▶ ①8:00～11:30 ②7:00～11:30 
③6:00～11:30 ④8:00～17:00（休憩1h）  
※選択可、残業なし　　　

勤　務▶ 週5～6日
待　遇▶   労働時間により社保完備、 

交通費規定支給、受動喫煙対策有

勇払郡安平町早来富岡72

すぐ働けます1,000～1,200円!!高時給

田口トレーニングファーム

まずはお気軽にお電話ください。面接時に写真付履歴書をお持ちください。

0145-22-3963 受付/9～17時

トラクター
タイヤショベル
乗れる方歓迎 !

長
期

安平 ア パ 牧場内作業

期　間▶長期
給　与▶  時給1,050～1,450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有

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

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-26-2191 《担当》
つのだ

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 新車・中古車の販売業務、軽整備、他
資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許（AT限定OK）
給　与▶ 月160,000円～ 

※試用期間1～6ヶ月/時給920円～
時　間▶ 10:00～19:00（実働8h）  

※休憩1h ※残業有
休　日▶ 4週8休、他シフト制、年末年始 

※会社カレンダーによる
待　遇▶ 各社保完備、業績賞与年2回、燃料手当、

交通費規定支給、車通勤可、カップ式飲
料機使い放題、社内禁煙、屋外喫煙所有

スターオート
千歳市東雲町5丁目7-3 株式会社スターオート 千歳店

http://starauto1995.com/

正社員
募集!

千歳 正 販売、軽整備

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ レンタカーの受付、事務、洗車等お手伝い 

※ 仕事を覚えて、もっと頑張りたい方
は時給UP!

資　格▶ 経験者歓迎、要普通免許（AT限定OK）
給　与▶ 時給970～1,200円
時　間▶ 7:30～19:00の間で 

早番・中番・遅番シフト制 
※早番のみ、遅番のみもOK！ 
　1日4h程度の短時間も可  
※休憩1h ※残業有

勤　務▶ 週3日～ ※シフト制  
※土・日曜のみ・Wワーク等応相談

待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤
可、カップ式飲料機使い放題、正社員登
用制度有、社内禁煙、屋外喫煙所有

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-26-2191《担当》
つのだ

ニコニコレンタカー千歳市東雲町5丁目7-3 
千歳東雲町店

★ 子育て中のママさん 
フリーターさん大歓迎！

★扶養内勤務OK！
★ シフトは 
自由に決められる！

早番・遅番勤務できる方
千歳 ア パ レンタカー業務

1,200 円時
給

岩内郡岩内町字大浜476-18 

担当/採用係
まずはお電話ください。面接は千歳で行います。

0135-67-7532

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ コーヒー豆を機械へ投入し挽く作業や挽いた豆

の計測作業などを行います。他、飲料水の検査に
伴う作業などを行います。

資　格▶ 学歴・経験・資格不問、18歳以上
時　間▶ 8:30～17:30 ※時差出勤有 ※休憩2h 

※残業有、月20h程度
勤　務▶ 月16日程度（年間平均）
休　日▶ 土日祝、他平日1日 

（状況により土日祝出勤の可能性有）
給　与▶ 時給1,000円
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、残業手当、工場内分煙
勤務先▶千歳市北信濃864-1

㈱アイ・コネクション

工場内作業
スタッフ
欠員募集!!
勤務時間・日数  相談に応じます!!

千歳 ア 工場内作業

◆防災センターの監視業務

http://www.imp-link.co.jp/chitose/
㈱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
一般労働者派遣事業/派01-300271有料職業紹介事業/01-ユ-300107

0123-25-3221
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▶ モニターでの監視、施設巡回、 
点検立会、不具合対応

期　間▶即日（応相談）～長期（3ヶ月毎の更新予定）
時　間▶ ①6:00～14:30 ②8:00～16:30 

③9:00～17:30 ※①～③のシフト制 
（いずれも実働7.5h/休憩1h、残業なし）

給　与▶ 時給1,300円
休　日▶週休2～3日　シフト制
勤務先▶千歳市

仕　事▶ 専用フォーマットへの入力、 
発送書類の管理業務

期　間▶12月1日～翌1月20日（延長の可能性有）
時　間▶ 8:30～17:00（実働8h、休憩1h） 

※残業なし
給　与▶ 時給1,250円
休　日▶土日祝、年末年始
勤務先▶恵庭市

《共通項目》 
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、受動喫煙対策有

◆ （短期）データ入力業務

ヒューマンインプリンク主催

出張さがさぽ
お仕事の 
無料相談承ります！

千歳・恵庭 派 データ入力、監視業務

『出張さがさぽ』
 in 千歳郵便局

11/28（月）

（千歳市千代田町7-101-20）
※郵便局主催のイベントではありません

↓相談不要・情報だけが欲しい！な方にオススメ！↓

所要時間5分！
登録シートご記入いただいた方全員に

後日、お仕事のご案内が受けられます。

ご予約で来社された方に

ご予約受付中！

↓じっくり相談したい・今すぐ応募したい！方は↓

9:30～17:30

『ご来社さがさぽ』
 in 千歳支社

進呈!

プレゼント！BOXティッシュ1箱

QUOカｰド
1,000円分　    


