
2023 年 1 月 20 日（金）ちゃんと 10

〒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

資　格▶�未経験者歓迎
時　間▶8:20～16:20（休憩80分）　※残業なし
給　与▶�月給170,000円～ 

◆クリーニング工場内での軽作業スタッフ

資　格▶扶養内勤務可能、未経験者歓迎
時　間▶�①8:20～16:20（休憩80分）�

②8:20～12:00�③12:50～16:20�
※残業なし

給　与▶時給920円～ 

◆ パート

◆ 正社員

千歳 正 パ 軽作業スタッフ

《共通項目》
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶クリーニング工場での衣類仕分け、たたみ作業
休　日▶日曜、祝日、他
待　遇▶�各社会保険完備、交通費規定支給、車通勤

可、駐車場完備、クリーニング代優遇、�
喫煙ブース有

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!!スタッフ募集!!

一般社団法人 千歳観光連盟
〒066-0019　千歳市流通3丁目4-1

電話連絡の上、写真付き履歴書をご郵送またはお持ちください。

25-8900 担当/斉藤・佐藤
受付/9～17時

◆フルタイムパート
時　間▶�9:30～18:15�実働8h�※シフト制�

※休憩45分�残業/月1～3h程度
給　与▶時給920円 ※月給147,200円
◆パート
時　間▶�9:30～18:15の間で実働6～8h�

※6h以上勤務/休憩30分、8h以上勤務/休憩45分�
※残業/月1～3h程度�※シフト制（応相談）

給　与▶�時給920円
《共通項目》�
期　間▶6ヶ月ごとの更新制�※会社・本人合意のもと
仕　事▶�千歳駅観光案内所での国内外観光案内業務補助、�

商品販売他
資　格▶外国語ができれば尚よし、PC操作可能な方
休　日▶�週2日～�※シフト制
待　遇▶�交通費規定支給、勤務時間等により社会保険完備、�

車通勤不可、館内分煙（喫煙スペース有）
勤務先▶�千歳駅観光案内所�（千歳市千代田町7-1789-3）

観光振興で観光振興で
地域を元気にするお仕事地域を元気にするお仕事です!!です!!

勤務先／千歳駅観光案内所勤務先／千歳駅観光案内所

千歳 パ 観光案内業務補助

0123-27-0911 《採用担当》
髙橋

★デザイン未経験者も応募可！
★もちろん、即戦力大歓迎！

デザイナー募集

まずはお気軽にお電話ください。

〒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

◆ 正社員
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶「Q人ナビ」「ちゃんと」の紙面・広告制作
給　与▶�月200,000円以上 ※経験により優遇 

※ 基本給150,000円+公休残業手当（10h分）
50,000円

資　格▶�Illustrator・Photoshopの基本操作必須�
★InDesign使用できれば尚可�
★Webの知識がある方尚可

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、昇給・賞与有（業績による）、�

諸手当有、交通費規定支給、車通勤可、�
試用期間1ヶ月位有、敷地内禁煙

千歳 正 デザイナー

〒059-1434　勇払郡安平町早来富岡129番地
社会福祉法人 富門華会 富門華

も んふ け

仕　事▶�①生活支援員�②夜間生活支援員�③看護師
資　格▶要普通免許�
休　日▶完全週休2日制
給　与▶�①月給16～20万円 

②月給18万円+夜勤手当1,300円/回 
③月給25万円

時　間▶�①8:00～17:00他有�②21:00～翌7:00�
③8:00～17:00他有�
※応相談�※①③休憩1h、②休憩2h�
※残業月/0～6h

待　遇▶�社保完備、賞与年2回、交通費規定支給、�
寒冷地手当、住宅手当、受動喫煙対策有

千歳駅から車で約20分! 
 ※道路状況による

 090-6212-8125
まずは、お気軽にお電話ください。

担当/廣川担当/廣川

新築オープンの為増員 !!

生活・夜間支援員 生活・夜間支援員 
看護師看護師 各1名募集各1名募集

安平 契 生活支援員、看護師

千歳・恵庭 派 組立・組み付け作業、カット・計量・包装・投入

《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

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶�ⓐ馬が別棟にいる間に、敷いてあるワラを取り替える作業�

ⓑエサが入っている器の洗浄　　ⓒ厩舎および厩舎周辺の掃き掃除
時　間▶�6:00～9:00（実働3h）、6:00～16:30（実働8h)　※休憩2.5h、残業なし�

※�勤務地によって就業時間が異なる場合がございます。
給　与▶�時給1,000円
勤　務▶�週5日または週6日　※選択可
休　日▶�［週5日勤務］週休2日制（日曜、他1日）　　［週6日勤務］日曜定休、夏季・冬季休暇
待　遇▶�労災保険、車通勤可、交通費規定支給、夏季・冬季ミニボーナス有、昇給有、�

定期健康診断、食堂利用可、屋外喫煙スペース有
勤務先▶�ノーザンファーム早来（勇払郡安平町早来源武275）　　ノーザンファーム空港（苫小牧市美沢114-2）

勇払郡安平町早来源武275  0120-15-1143 0120-15-1143
行こう！ いいホース

応 募

面接日は相談の上決定します。まずはご連絡ください！

牧場作業スタッフ募集!! ★正社員登用制度有！
★年2回ミニボーナス支給！

まずは職場見学してみませんか？

週5日週5日  oror  週6日週6日
働き方選べます!働き方選べます!

その他 パ 牧場作業

仕　事▶�センディング（千歳でお見送りするアテンダン
ト業務）、バス・社内清掃、その他業務有

資　格▶普通免許、高卒以上、年齢不問
時　間▶�変形労働時間制�9:30～15:00、15:00～20:30�

※シフト制、休憩なし、残業月10h程度
勤　務▶�週2～5日�※休日は会社カレンダーにて毎月作成

仕　事▶�バスの清掃、法令に基づく点呼業務、�
社内清掃、その他業務有

資　格▶�普通免許、高卒以上、年齢不問�
※運行管理者の資格があれば優遇

時　間▶�変形労働時間制�①5:00～10:00�
②6:00～11:00�③7:00～12:00�
※�③は点呼業務により、�
①②の勤務に発生する事があります。��
※休憩なし、残業月10h程度

勤　務▶�週2～5日��
※休日は会社カレンダーにて毎月作成

期　間▶雇用期間の定めなし�（試用期間3ヶ月有）
仕　事▶�一般事務（一部経理事務を含む）、電話対応、バ

スセンディング、乗務員点呼、バス・社内清掃等
資　格▶�普通免許、59歳定年雇用止めの為、高卒以上、

※運行管理者の資格があれば優遇
給　与▶月給165,000～190,000円
時　間▶�変形労働時間制�①7:00～15:30�

②9:30～18:00�③12:00～20:30�
　又は7:00～20:30の間で7.5h�
※休憩1h、残業月10h程度

休　日▶�シフト制、年間89日�
※会社カレンダーにて毎月作成

勤務先▶千歳市豊里2丁目12-3
待　遇▶�各社保険完備、賞与有、退職金制度有（勤続3年

以上）交通費実費支給（上限1万円）、車通勤可、
駐車場完備、再雇用制度有、受動喫煙対策有

《共通項目》
期　間▶1年更新、契約更新有（試用期間3ヶ月有）
給　与▶時給920円
勤務先▶千歳市豊里2丁目12-3
待　遇▶�労災保険有（社会保険料は時間より加入有）、雇

用保険有、交通費実費支給（上限1万円）、車通勤
可、駐車場完備、受動喫煙対策有

帯広市西20条南1丁目14-26

写真付履歴書をご郵送ください。
各書類選考後、ご連絡いたします。

0123-24-5500
パートは平日勤務・土日祝勤務はご相談可能です！

貸切バス・都市間高速バス 
「ミルキーライナー」 千歳と帯広
を繋ぐバスのお仕事です。

千歳 正 一般事務パ センディングスタッフ、清掃・点呼業務スタッフ
センディングスタッフ/パート 2名

清掃・点呼業務スタッフ/パート 1名

一般事務/正社員 1名

帯運観光株式会社

仕　事▶�タオル・シーツ類の機械投入や機械セット
期　間▶�即日（応相談）～3月末日�

※延長更新の可能性有
休　日▶�水曜、及び土日のいずれか
時　間▶�8:30～17:30（実働8h/休憩1h）�

※残業は繁忙の状況による
給　与▶時給1,150円
待　遇▶ 各種保険、制服貸与、�

受動喫煙対策有
勤務先▶千歳市

◆クリーニング工場での作業 /3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

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

QUOカード1,000円分プレゼント実施中！
新規ご登録でご来社いただいた方全員に

千歳 派 工場作業スタッフ

スタッフ 募集!スタッフ 募集!

未経験者大歓迎未経験者大歓迎

仕　事▶日常清掃
給　与▶�正/月給159,500円～ パ/時給920円
時　間▶�正/7:00～16:00�※実働8h、休憩1h�

パ/7:00～11:00�※実働4h
休　日▶正/週休2日制�パ/週休2日以上（応相談）

清掃/（正社員・パート）

カート整理/（パート）
仕　事▶空港で使用してるカートの整理
給　与▶時給920円
時　間▶7:00～22:00の中で実働7.5h、休憩2h�※シフト制勤務
休　日▶週2～3日

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

《共通項目》��
�期　間▶雇用期間の定めなし�
勤務先▶新千歳空港/千歳市美々�
待　遇▶�各社保険完備、正社員のみ賞与有、雇用保険�

（時間による）制服貸与、交通費規定支給

千歳 正 パ 清掃パ カート整理

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）
★�体力に自信のある方、からだを動かすのが好きな方★

千歳 契 清掃


