
2022年12月2日（金）ちゃんと 12

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

電話連絡の上、写真付履歴書を 
お持ちいただくかご郵送ください。

担当/ 尾田0123-26-1155
千歳市千代田町
6丁目1番地

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ チェックイン・チェックアウト、 

予約受付業務
資　格▶未経験者歓迎、ブランクOK
時　間▶ ①8:00～17:00　 

②12:00～21:00　※①②シフト制
給　与▶月175,000円～
休　日▶月8日 シフト制　年間休日100日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通

勤可、無料駐車場完備、制服貸与、
賞与年2回、有給休暇、館内分煙

千歳 正 ホテルフロントスタッフ

正社員積極採用中！正社員積極採用中！
未経験者大歓迎　毎月希望休有

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

リニューアルオープン★
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

食器洗浄
スタッフ
増員募集

平日のみもOK!
GW・お盆・年末年始休み有!

札幌市中央区南1条東2丁目11-4 ミナミ1条タカハタビル8階
キョウワプロテック㈱札幌事業所

期　間▶長期
仕　事▶食器洗浄及び軽微な清掃
時　間▶ ①9:30～18:45（実働7.5h）　※休憩1.75h 

②14:30～18:45（実働4.25h） 
③5:30～7:30（実働2h）　 
※残業なし

給　与▶ ①②時給920円～ 
③時給1,150円～

休　日▶ ①②週2～3日程度　※希望休考慮 
③土日祝

待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、社保（法定による）、 
車通勤可(無料駐車場完備)、喫煙スペース有

勤務先▶ 陸上自衛隊東千歳駐屯地内食堂
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

面接は千歳・恵庭市内で行います。土日祝も随時受付中!!

担当/のと011-207-0911

入社祝い金
1万円支給
※規定有

JR恵庭駅から車で20分！ 恵庭市内も通勤圏内です♪

千歳 パ 食器洗浄

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

〈正社員〉 貸切バス乗務員

〈正社員〉 エコバス乗務員 女性も
活躍
できる♪

仕　事▶ 市内循環バスの運転業務 
（マイクロバス以上のバスを使用）

時　間▶ 6:30～20:00の間で早番・遅番有（実働8h） 
※休憩1h、残業有

勤　務▶シフト制
給　与▶ 基本給174,000円 ※他、無事故手当10,000円、 

深夜手当200～1,500円、時間外15,800～
74,500円 〈月収例〉220,000～260,000円 
※月収例は一例で保証するものではありません。

資　格▶大型二種

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭市住吉町
2丁目1-3富士交通㈱
担当/金田一0123-33-6271

期　間▶ 雇用期間の定めなし（65歳から1年毎の更新制）
待　遇▶ 社保完備、試用期間3ヶ月有、喫煙所有

《共通項目》

恵庭 正 バス乗務員

仕　事▶ 貸切バスでツアーや送迎の運転業務
時　間▶7:00～18:00（実働8h）※早出、残業有
勤　務▶シフト制
給　与▶ 基本給200,000円　※他無事故手当10,000

円、時間外手当別途支給 〈月収例〉大型バス乗務員
/260,000～300,000円 
※月収例は一例で保証するものではありません。

資　格▶大型二種、中型二種

恵庭市民会館　小会議室場所お仕事登録会
相談＆ 開催 12/6　 9:00～12:00開催日時 火

期　間▶即日～長期
時　間▶  ①9:00～17:00　②17:00～22:00 

※希望の勤務時間で働けます 
※6h以上勤務で休憩45分、 
　8h以上勤務で休憩1h、 
②は0～2h程度残業有

給　与▶時給920円～1,000円
休　日▶土日祝休み（土曜は月1～2回程度出勤有）
勤務先▶恵庭市

期　間▶ 即日～翌2月中旬ごろまで
時　間▶ 8:00～16:00、9:00～16:00 

※希望の勤務時間で働けます 
※6h以上勤務で休憩45分、 
　8h以上勤務で休憩1h　残業なし

給　与▶時給980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

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▶ 5:00～20:00の間で4～8h、残業なし 

※8h以上勤務で休憩1h
給　与▶時給1,011円～
休　日▶シフト制（週3日勤務～応相談）
勤務先▶千歳市

勤務の相談可能

期　間▶即日～長期
時　間▶  8:00～17:00、10:00～19:00 

※休憩1h、残業なし
給　与▶ 時給1,100円～
休　日▶土日
勤務先▶千歳市

千歳・恵庭 派 生地作り、包装、仕分け、加工、製造補助、検品、軽作業

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
\ 3ヶ月の /

短 期

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

期　間▶即日～翌3/31　その後1年毎の更新制
給　与▶ 一般/時給930円　高校生/時給920円～
時　間▶ 8:00～13:00
勤　務▶ 日数・休日応相談
待　遇▶ 有給休暇、制服貸与、雇用保険、交通費規定

支給、屋外に喫煙スペース有

恵庭市黄金南
6丁目10番地4

まずはお電話でお問い合わせください。
後日面接日をご相談させていただきます。 

担当/採用係39-5555

共通項目

◆青果 ◆品出し◆惣菜

 日数・休日
応相談！

恵庭 ア パ 店内業務

札幌市東区北34条東20丁目5番11号
三好梱包商事㈲派遣事業部
一般労働者派遣事業(派01-301226)

お電話の上、面接時に写真付履歴書をお持ちください。

（札幌本社） 011-787-3443

0123-22-4368（千歳事業所）

 miyoshi-konpou-3443@m7.dion.ne.jp

◆ 無期雇用契約制度有
欠員の為急募！20～40代の

男性活躍中！

仕　事▶◆ フォークリフト運転/農業機械の製品運搬
（工場から倉庫へ移動）

　　　　◆ 調達業務/PCデータ作成・入力及び不具合
品対応など

期　間▶2023年3月末まで（更新有）
給　与▶ 時給1,250円
時　間▶ 8:00～17:00 （実働8h） 
休　日▶ 土日祝、年末年始、GW、お盆
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇10日（6ヶ月後付与）、 

制服貸与、交通費規定支給、受動喫煙対策有
勤務先▶ 千歳市上長都 第3工業団地 

（株）IHIアグリテック構内

お電話お待ちしています！

経験者
優遇！

千歳 派 フォークリフト運転、調達業務

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

仕　事▶ 生活情報紙「ちゃんと」の折込・配布
資　格▶ 年齢不問（健康な方）
給　与▶ 1部配布7.5円～（ページ数により変動あり）＋チラシ折込手当＋増ページ手当＋皆勤賞
勤　務▶ 毎週木・金曜（週1～2日）
時　間▶ 木曜/5:00～19:00、金曜/5:00～18:00の間で実働1～3h位（配布場所による）

皆勤賞あります!

★ 詳しくはお電話でご相談ください！
■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

千歳市北斗4丁目
13番20号0123-27-0911応募

■みどり台南2丁目 ■みどり台北4・5丁目 ■長都駅前4丁目 ■北光1・3丁目 ■北斗2丁目 

■富士3丁目   ■若草1・4・5丁目 ■白樺4丁目 ■里美1・2・3丁目■文京5・6丁目

■恵み野南4丁目　　■恵み野西1・2・5丁目　　■黄金南1・2丁目　　■北柏木町2丁目　　 

■柏陽町1・3丁目　■文京町4丁目　■美咲野1・5・6丁目　■末広町3丁目　■桜町3丁目　■和光町2丁目

幅広い年齢層を募集中
学生からシニアまでの

千
歳
市

恵
庭
市

配布員さ
ん募集

千歳・恵庭 委 配布員


