
2022年12月2日（金） ちゃんと9

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ カレー専門店でのホール業務（2名募集)
資　格▶ホール経験者歓迎
時　間▶ 16:30～19:30　実働3h　※休憩、残業なし
給　与▶ 時給1,300円
勤　務▶水、木、土、日
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、受動喫煙対策有

1,300 !!

キタカレー 釧路レストハウス(株)
カレーハウス 担当:野田

090-3890-2046直接携帯電話にお電話ください。

千歳市美々新千歳空港 ターミナルビル3F 

千歳 パ ホール

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

まずはお気軽に 
お電話ください

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 電話（無線）対応業務、タクシー

配車業務、運行事務の補助
資　格▶ 簡単なPC操作できる方
時　間▶ 16:00～20:00 ※残業なし
勤　務▶月、火、木
給　与▶  時給960円
待　遇▶  交通費当社規定による、車通勤可

（駐車場完備）、喫煙室有

配車係
募集！

担当/古瀬22-0866
さわやか無線センター

専用ソフト使用により未経験者でも安心

千歳 パ 配車係

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
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

まずは、お気軽にお電話ください。

水産/パート

千歳市白樺2-3
向陽台店

 0123-28-3511担当/藤原

千歳 パ 水産

向陽台店

スタッフ募集!!

期　間▶雇用期間の定めなし
資　格▶ 介護福祉士（実務経験5年以上）
給　与▶ 月169,000円～+夜勤手当 4,428円～/回 

+資格手当 5,000円（年齢・経験に応じて支給） 
※賞与年2回（3.4ヶ月分）

仕　事▶ 入居者様の介護・生活介助・生活部門の整理等
時　間▶ 日勤/7:00～19:00（実働8h、休憩1h） 

夜勤/ 17:30～翌9:30（実働14h、休憩2h）  
※月5回程度

休　日▶ 週休2日制　※年間休日120日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

有給休暇有、退職金制度（共済会有）
勤務先▶ 特別養護老人ホーム 暢寿園（千歳市富丘2丁目7-5）

準職員・パート職員も 
募集しております。 

ライフスタイルにあった 
仕事ができるか、是非 

お気軽にお問合せください。

応募
社会福祉法人
千歳福祉会

〒066-0066
千歳市大和4丁目2-1

採用担当/中尾 
（受付/9:30～17:30）

扶養・住宅・
寒冷地手当
支給

◆ 正職員

処遇改善手当 78,000～98,000円（偶数月毎支給）

詳細は 
HPをご覧 
ください！

 0123-49-6805

介護職員募集
千歳 正 介護職員

◆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

〒066-0075
千歳市北信濃
776-11

くらしの輝き　手から手へ

まずはお気軽にお問合せください。
担当/小池0123-23-4251

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶ 電話・来客対応、請求書などの書類作成、 

PC入力等
資　格▶ 未経験者・経験者歓迎、 

基本的なPC操作（Excel）可能な方
時　間▶ 8:20～16:20　※実働7h、休憩1h、残業なし
給　与▶  月155,000円以上　 

※年齢・経験により優遇
休　日▶ 日曜、祝日、GW、年末年始、他
待　遇▶ 各社保完備、各種手当有、昇給年1回、車通勤可

（駐車場完備）、交通費規定支給、ガソリン代規
定支給、クリーニング代優遇有、喫煙ブース有

急なお休みにも対応します!
千歳 契 一般事務

新千歳空港/千歳市美々 （正社員） カンセイ/千歳市流通 （パート）

恵望園/恵庭市柏木町 （パート）

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶日常清掃（床、トイレ等）
資　格▶公共交通機関による通勤が出来る方
給　与▶月給159,500円～
時　間▶7:00～16:00　※実働8h、休憩1h
休　日▶週休2日
待　遇▶ 社会保険完備、賞与有、制服貸与、交通費規定支給

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶日常清掃（床、トイレ等）　　
資　格▶車通勤可能な方
給　与▶時給920円
時　間▶ 13:00～16:00　※実働3h、休憩・残業なし
勤　務▶火・金または、月・木　※応相談
待　遇▶制服貸与、交通費規定支給

期　間▶雇用期間の定めなし
給　与▶時給920円
時　間▶8:00～12:00 ※実働4h、休憩・残業なし
休　日▶土・日曜、祝日
待　遇▶ 雇用保険加入、制服貸与、交通費規定支給

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・恵庭 正 パ 清掃

ちゃんと 検索

0120-357-337
080-5729-7602 （土・日曜、祝日）

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

未経験者歓迎♪
仕　事▶ピッキング、搬入作業等
期　間▶長期
資　格▶未経験者歓迎、自力通勤可能な方
時　間▶ 9:00～17:00 ※残業の可能性有 

※残業月0～30h程度
給　与▶ 時給1,000円 ※18時以降25%UP
勤　務▶月～土 
休　日▶日・祝
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、9:00～

17:00給与保障、週払い可（規定有）、 
施設内分煙（喫煙スペース有）

勤務先▶千歳市泉沢

ピッキング・搬入
カップ麺の

スタッフ募集‼

千歳市泉沢

千歳 派 ピッキング、搬入

5日間
❶12/26～30 

★スタート前に、12月上旬予定の『お仕事説明会』に参加いただきます！ 早めの応募が安心です♬

仕　事▶ おせち製造に関わる作業（食材の盛込み、梱包・発送準備等）
資　格▶ 高校生、主婦（夫）歓迎、友達同士や親子での応募もOK
給　与▶ 時給1,280円
期　間▶ 12/27～30 ※下の②～④から期間をお選びください。
時　間▶ ［12/27］ 8:00～16:00  

［12/28～30］ 5:30～14:00  
※休憩1h ※終了時間は状況により変動します。

待　遇▶制服貸与、送迎バス（車通勤不可）、期間中は全面禁煙

毎年、高校生が大活躍！
《カンタン作業》 おせちづくり

作業の例⇒◎栗をのせる ◎いくらをのせる ◎製品を箱につめる

年末

超短期アルバイト

担当/大西0123-34-6061
まずはお電話！ 随時面接いたします。

恵庭市戸磯616番地2
とんでん株式会社 恵庭工場

勤務期間はこちら↓からお選びください!!

4日間
❷12/27～30

3日間
❸12/28～30

2日間
 ❹12/29～30

リピーターも未経験者も

大・歓・迎
時給1,280円!!
12/31午後 現金払い制度有で
すぐに給料を受け取れます！

友達同士・親子もOK♪

★通勤らくらく！
【恵庭・千歳・北広島】期間中、
毎日送迎バス運行します！

募集終了
しました

恵庭 ア 食品製造スタッフ

◆学校給食配送ドライバー（パート）
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 恵庭市内の中学校へ 

給食コンテナの配送と回収業務
資　格▶中型自動車免許(8t限定不可）
時　間▶ 9:00～15:00の間で5h程度　※残業なし
休　日▶ 土日祝、他（学校の休み期間等） 

※年間184日程度の勤務です。
給　与▶日給5,000円
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、 

車通勤可（無料駐車場有） 
まずはお気軽にお電話ください！

テーオー運輸株式会社
0123-32-1111

恵庭市北柏木町3丁目74-1 〒061-1433

担当/
世永（よなが)

恵庭 パ 配送ドライバー

女性や 
シニアも
活躍中！

  ◆勤務先

北広島市北進町1丁目2-2 北広島ターミナルビル4F

【受付/8:40～17:20】
担当/加藤

まずはお気軽にお電話ください。HPからの応募も可。

011-372-0073

(株)北海道中央牧場千歳農場 
勇払郡安平町早来富岡160番地

hokkaido-chuobokujo.com 

◆豚の生産農場での補助作業（パート）

◆共通項目

◆豚の生産農場での管理業務（正社員）

期　間▶6ヶ月毎の更新
資　格▶普通免許を持っている方
給　与▶ 時給920円～

期　間▶雇用期間の定めなし
資　格▶普通免許を持っている方、高卒以上
給　与▶ 月165,000円～　※経験考慮

時　間▶ 8:00～17:00(実働7時間40分） 
休憩/お昼60分、午前・午後各10分、 
残業/月10h程度（状況による） 
※勤務時間応相談

休　日▶ シフト制、年間102日
待　遇▶ 交通費規定支給（上限有）、各社保完備、制服

貸与、施設内分煙（屋外喫煙有）、正社員のみ
昇給年1回、賞与年2回

安平 正 パ 畜産業務

勤務先▶千歳市 
期　間▶即日～翌3月末まで
仕　事▶部品の組み立て、仕分け
時　間 ▶ 8:00～17:00 

※休憩1h、 
　残業月20～30h

給　与▶時給1,450円～
休　日▶土日祝

土日祝
休み

・送迎あり・短期  
・3日払い・週払いOK 
・交通費全額支給案件 など

勤務先▶恵庭市
仕　事▶ 食品工場での仕分け、 

箱詰め等のライン作業
期　間▶2ヶ月毎の更新制 ※長期
時　間▶ 9:00～13:30 

13:30～18:00 
18:00～22:00 
22:00～翌3:00　 
※選択可　※休憩1h、残業なし

給　与▶ 時給1,000円～　 
※22時以降深夜割増有

待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、退職金有、週払い可（規定有）《共通項目》 

勤務先▶恵庭市
期　間▶2ヶ月毎の更新制 ※長期
仕　事▶パンの仕分け等
時　間▶ ①8:00～17:00 

　9:00～18:00 
　10:00～19:00　 
②13:00～22:00 
　20:00～翌5:00 
　22:00～翌7:00  
※選択可 ※休憩1h 
※残業/月10～30h

給　与▶時給1,020～1,275円
休　日▶週休2日

大量
募集

勤務先▶千歳市 
期　間▶2ヶ月毎の更新制 ※長期
仕　事▶アパレルショップでの接客等
時　間▶ ①9:30～18:30 

　10:30～19:30 シフト制 
　※休憩1h、残業なし 
②12:00～17:00　 
　※残業なし

給　与▶時給1,100円～
休　日▶週休2日

車通勤 
OK!!

勤務先▶千歳市
期　間▶ 2ヶ月毎の更新制 ※長期
仕　事▶ 新千歳空港内店舗での 

①調理補助、②ホール
時　間▶ 5:00～13:30 

6:00～14:30　 
※休憩1h、残業なし

給　与▶時給1,100円
休　日▶ シフト制 

※お休み希望応相談

交通費
全額支給

勤務先▶千歳市
期　間▶2ヶ月毎の更新制 ※長期
仕　事▶食品加工
時　間▶ 8:20～17:20  

※休憩1h 
※残業月0～20h程度

給　与▶時給1,100円～
休　日▶土日祝

日勤
のみ

勤務先▶恵庭市
期　間▶ 2ヶ月毎の更新制 

※長期
仕　事▶データ入力
時　間▶ 8:30～17:15 

※ 休憩1h、繁忙期残業有
給　与▶時給1,100円
休　日▶土日祝、GW、お盆、年末年始

時間帯
相談OK

オススメ
8案件

まずはお電話ください！
0120-116-377

労働者派遣事業 （派）01-301336 有料職業紹介事業 01-ユ-300541

㈱ホットスタッフ苫小牧 苫小牧市旭町3丁目7-6 
グランドール旭町1F

勤務先▶千歳市
期　間▶2ヶ月毎の更新制　※長期
仕　事▶ レンタカーショップの 

カウンター業務
時　間▶ 7:30～16:30 

11:00～20:00　 
※休憩1h、残業なし

給　与▶時給1,100円
勤　務▶週3～5日　※応相談

Webで 
見つけよう♬
登録のみも
大歓迎！

イロイロ
多数!!

出張面談
可能

千歳・恵庭 派 工場内作業、データ入力、接客、調理、仕分け


