
2023 年 1 月 13 日（金） ちゃんと9

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）
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+公休残業手当（10h分） 
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4〜10h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

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1-11千歳市学校給食センター 千歳市流通3丁目1-11

栄養士栄養士 募募集集

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

期　間▶︎長期（1年毎に更新）
仕　事▶︎�北海道のクラフト雑貨、コスメ、革製品

を取り扱うお店でのレジ、商品補充、�
陳列、接客など

時　間▶︎�7:30〜20:10の間で実働5〜7hシフト制�
例/①7:30〜15:30　②10:30〜18:30�
③12:10〜20:10など

給　与▶︎時給1,000円〜
勤　務▶︎週3〜5日
資　格▶︎年齢・学歴・経験不問
待　遇▶︎�各社保完備、交通費規定支給、賞与�

年2回、空港内喫煙室有、制服等貸与
勤務先▶︎�クラフトスタジオ�

（国内線ターミナルビル2F）

千歳市美々987番地22北海道空港 株式会社担当
影山

まずはお気軽に
お電話ください。 0123-46-5118

空港お土産店　店舗スタッフ募集空港お土産店　店舗スタッフ募集
千歳 パ 店内業務

期　間▶︎1年毎の更新制　※長期
時　間▶︎�8:00〜13:00、13:00〜17:00
給　与▶︎�時給920円
勤　務▶︎�週2〜6日　※応相談
待　遇▶︎��制服貸与、車通勤可、社保・雇保完備、�

正社員登用の途有、店内禁煙、�
福利厚生制度有�
（飲食店・カラオケ店等の特別割引優遇）
まずはお気軽にお電話ください。

担当/井上応募 26-2096
セブンイレブン千歳北栄店
㈱いのうえ 千歳市北栄2丁目24-5

学生さんから主婦（夫）さんまで学生さんから主婦（夫）さんまで

幅広く募集中！幅広く募集中！

千歳 ア パ 店内業務全般

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

機械オペレーター機械オペレーター・・清掃員清掃員 募集募集!!

《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
③清掃スタッフ （休憩室・トイレ等の施設内清掃）
時　間▶︎7:00〜11:00�※休憩・残業なし
給　与▶︎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�

※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!

パン製造スタッフパン製造スタッフ（ライン作業）（ライン作業）

恵庭 パ 製造スタッフ、機械オペレーター、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

スタッフスタッフ募集募集!!駐車場 厨房 時間
応相談

恵庭・北広島 パ 清掃、厨房

仕　事▶︎�機械を使用しての肥料や培養土の封入及び仕分作業
期　間▶︎即日（応相談）〜4月末まで
時　間▶︎�9:00〜17:00�※実働7h、休憩1h、残業なし
休　日▶︎土日祝
給　与▶︎時給1,200円
待　遇▶︎�各種保険完備、受動喫煙対策有、�

交通費規定支給
勤務先▶︎恵庭市

◆倉庫内作業 /4月までの短期

㈱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

0123-25-0123-25-32213221

新規ご登録でご来社頂いた方に
QUOカード1000円分プレゼント

恵庭 派 倉庫内作業

応 募

〒066-0034 千歳市富丘1丁目618-6  医療法人社団 豊友会 千歳豊友会病院 人事担当宛

24-419124-4191◎電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。�（医）豊友会 

千歳豊友会病院
Chitose Houyukai Hospital

https://www.foryou-hp.or.jpウェブサイトもご覧ください▶

仕　事▶︎�通所リハビリ送迎時の乗降介助、�
リハビリテーション実施時の補助業務

資　格▶︎�未経験者可
給　与▶︎�時給950円
時　間▶︎�7:30〜18:00の間で8hシフト制�

※残業なし
休　日▶︎土・日曜・祝日

通所リハビリアシスタント 準職員

看護師（外来業務） 準職員

仕　事▶︎外来患者の看護業務
給　与▶︎時給1,500円
時　間▶︎���①8:45〜17:30（月・火・木・金）�

②8:45〜12:45（水・土）�※残業なし
休　日▶︎�日曜・祝日
《共通項目》
期　間▶︎長期�
待　遇▶︎�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、�

受動喫煙対策有（施設内禁煙）

医療事務員 正社員

仕　事▶︎医療事務業務
資　格▶︎��保険請求事務や医療事務等の資格を�

お持ちの方優遇
給　与▶︎��月給174,000〜223,000円
時　間▶︎�月・火・木・金/①8:45〜17：30�

②8:00〜16:45�③9:15〜18:00�
※シフト制、残業なし�
水・土/8:45〜12:45�※残業なし

休　日▶︎日曜、祝日

★賞与 年2回有★ （夏・冬）

応募はこちら
でも可能です

3職種で
スタッフ募集！

千歳 準通所リハビリアシスタント、看護師（外来業務）正 医療事務員

期　間▶︎�2023年3月31日まで
仕　事▶︎�玉葱・馬鈴薯等、�

野菜の選別・カット等の加工業務
資　格▶︎�未経験者歓迎
給　与▶︎�時給930円
時　間▶︎�8:45〜17:00の間で応相談�

※フルタイム/休憩1.5h�
※残業月0〜10h

勤　務▶︎�週3〜6日で日数応相談��
※日曜日はお休みです。

待　遇▶︎�車通勤の方は交通費規定支給、喫煙室有�
※�8:45〜17:00まで勤務の方に限り、�
JR千歳駅からの送迎有

〒066-0051
千歳市泉沢1007-134

青果物卸売り
株式会社北 泉

28-2695応
募 担当/七島

受付/平日9〜18時

★ 開始・終了時間 
も応相談！

★ 急なお休み 
にも対応可

千歳 パ 野菜の選別・加工

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

えこりん村�〒061-1421�恵庭市牧場241-2

電話またはメールでご応募受付致します。

34-7800 担当/オオウチ、アンザイ
受付/10〜17時

t-oouchi@aleph-inc.co.jp

期　間▶︎①〜2023年6月末までの短期�②1年毎の更新制
仕　事▶︎�①羊の飼育、出産補助�

②豚の飼育（清掃・エサやり等）�
※出荷作業ができる方は時給アップ�
（委細面談）

資　格▶︎�要普通自動車免許（マニュアル車運転でき
る方歓迎）②は自力通勤可能な方

給　与▶︎時給920円〜
時　間▶︎��8:00〜17:00の間で①6〜8h�②4〜8h�

※応相談、6時間以上で休憩1h、残業なし
勤　務▶︎�週2日〜�※応相談
待　遇▶︎�労災保険、①は送迎バス利用可、�

敷地内全面禁煙

飼育スタッフ飼育スタッフ募募
集集

恵庭 ア 羊や豚の飼育他

募集募集清掃スタッフ清掃スタッフ

(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▶︎1年毎の更新　※原則更新
仕　事▶︎�【夏期】草刈、落ち葉、�

　　　ルーフドレン等の外構清掃�
【冬期】除雪中心、館内清掃も有

資　格▶︎不問、未経験者歓迎
給　与▶︎�時給930円
時　間▶︎��8:00〜17:00、7:00〜16:00、�

6:00〜15:00�※実働7.5h、残業なし
勤　務▶︎�シフト制
待　遇▶︎�各社保完備、制服貸与、�

交通費規定支給、受動喫煙対策有
勤務先▶︎�千歳市開基記念総合武道館�

千歳市あずさ1丁目3-1

千歳市開基記念総合武道館（契約社員）

千歳 契 清掃

期　間▶︎1年毎の更新制　※原則更新
仕　事▶︎�認知症対応型デイサービスにおける�

介護業務全般（送迎、入浴、レク活動等）
資　格▶︎�初任者研修修了以上・実務者研修修了以上、

介護福祉士あれば尚可、要普通自動車免許、
年齢不問、高卒以上、未経験者歓迎

給　与▶︎�基本給164,700〜171,400円 
+支援手当4,200〜7,000円

時　間▶︎�8:30〜17:30�
※休憩1h、残業月平均1h

休　日▶︎月10日、日曜日、年末年始※年間休日125日
待　遇▶︎�各社保完備、交通費規定支給、�

車通勤可、昇給有、賞与・処遇改善年2回、�
資格手当有、屋内禁煙

勤務先▶︎�デイサービス花園�
千歳市花園3丁目8-7�2F

希望休取得希望休取得
しやすい！しやすい！

〒066-0068�千歳市蘭越10-37社会福祉法人 晃裕会
23-777223-7772 【受付/9〜17時（月〜金）】

担当/森本

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
※面接後、相談の上勤務開始日を決定致します。

介護職員募集!介護職員募集!
契約社員契約社員

事前の施設見学OK!

千歳 契 介護職員

《共通項目》
期　間▶︎雇用期間の定めなし
給　与▶︎ 日給10,000〜11,000円 〈月収例〉月収220,000〜242,000（月22日稼働の場合）
時　間▶︎�平日/8:30〜17:00（実働7.5h）�土曜/8:30〜15:00（実働5.5h）�※残業/月平均20〜30h程度、休憩1h
休　日▶︎�日曜、祝日、年末年始、お盆、土曜（年間24回）��※年間休日100日（当社カレンダー）
待　遇▶︎�各社保完備、昇給年1回有、賞与年2回有、有給休暇制度、交通費規定支給（月24,500円迄）、�

残業手当有、正社員登用制度有、車通勤可(無料駐車場完備）、制服貸与、喫煙所有
勤務先▶︎安平町遠浅�※JR沼ノ端駅から車で15分

◆食肉製造作業  ☆先輩スタッフが作業を丁寧にお教えします
仕　事▶︎�機械やナイフを使っての牛・豚の処理解体作業、枝肉の洗浄作業、枝肉を冷蔵庫に運ぶ作業等
資　格▶︎無資格OK、要普免
◆油脂製造工場作業  ☆食用油脂：牛脂（ヘット）や豚脂（ラード）や家畜の飼料等の製造
仕　事▶︎�牛・豚からでる脂肪や不可食の原料運搬及び製造工程の機械管理を行い、�

食用加工油や家畜の飼料・工業用加工油を精製する仕事。�※原料運搬のためフォークリフトでの作業有
資　格▶︎�無資格OK、要普免、フォークリフト運転技能者あれば尚可�（無資格の方は入社後取得可能�※費用は会社負担）
◆冷蔵庫入出庫作業  ☆製品冷蔵庫での入出庫管理
仕　事▶︎�箱詰めされた製品（牛・豚のブロック肉）を冷蔵庫内（冷蔵庫・冷凍庫）へ入出庫作業及び在庫管理をする仕事。

フォークリフトを主に使用し、加工された製品を冷蔵庫へ入庫及び出荷される製品を出庫する作業。
資　格▶︎�無資格OK、要普免、フォークリフト運転技能者あれば尚可�（無資格の方は入社後取得可能�※費用は会社負担）

勇払郡安平町遠浅695株式会社 北海道畜産公社  早来工場
まずはお気軽にお電話ください。 0145-22-39110145-22-3911 担当/野中

応募前の職場見学も歓迎！応募前の職場見学も歓迎！

安全で安心なお肉を社会にお届けします

安定企業で働きませんか？
ホクレングループ
未経験からはじめられる
安平 準 食肉製造作業、油脂製造作業、冷蔵庫入出庫作業


