
2023年2月10日（金） ちゃんと15

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ お弁当やお掃除の手伝い、野菜の皮む

きやパンの破袋作業のほかに様々なお仕事を利
用者さん達と一緒に取り組むお仕事です。

資　格▶ 学歴・経験不問、64歳まで（定年雇い止めの為）
時　間▶ 9:00～16:30の間で実働5～6h ※残業なし 

8:30～15:30の間で実働6h ※残業なし
給　与▶時給980円 ※試用期間3ヶ月/時給950円
勤　務▶週4～5日 ※応相談
休　日▶土日祝
待　遇▶雇用・労災保険、交通費規定支給、屋内禁煙

千歳市信濃1丁目13-1

まずはお気軽にお電話ください。27-5222
■ 障がい者就労継続 
支援事業所（A型・B型）

【受付/10～15時】 担当/結城

千歳 パ 就労支援員

㈱119INTERNATIONAL

障がいがある方への就労支援スタッフ
若干名
募集!

0123-24-2111
千歳市千代田町2-2-10

ホテルウィングインターナショナル千歳

清掃スタッフ募集♪
主婦（夫）歓迎！WワークOK!

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶ 客室清掃・ベッドメイクなど 
給　与▶時給920円～
時　間▶ 9:30～15:00（実働5.5h） ※休憩30分
資　格▶ 未経験者歓迎
勤　務▶ 週2日～OK ※平日のみ・土日のみの勤務可
待　遇▶ 各社保完備（勤務による)、交通費規定支給、車通

勤可（無料駐車場完備）、昇給有、制服貸与、受動喫
煙対策有

女性活躍中♪

千歳 パ 清掃スタッフ

まずはお気軽にお電話ください。担当/金子

千歳 委 内職スタッフ

◆内職スタッフ【委託】
仕　事▶ 箱作り、その他の内職（委託）
時　間▶  お好きな時間
給　与▶ 出来高制（0.5～3.5円/個）
資　格▶ 商材受け取り及び納入できる方

有限会社 サポート・インダストリー 千歳市富士
1丁目1-5

まずはお気軽にお電話ください。 担当/採用係

090-3393-5574応募

お好きな時間に自宅で作業！

内職スタッフ
募集!!

お気軽にお電話ください !!

清掃スタッフ

千歳市青葉5丁目6-10ホテル サブリナ

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶客室清掃、備品補充
給　与▶ 時給980～1,000円　 

※22時以降/時給1,225円～
時　間▶ ①平日/18:00～24:00 

　土日祝/7:00～24:00の間で6h程度 
②平日/22:00～翌7:00　 
　※休憩0.5～1h　※残業なし

勤　務▶土日含む週3日程度
待　遇▶ 車通勤可、エプロン貸与、労災保険有、 

雇用保険有（条件有）、休憩室禁煙

26-7730まずはお電話ください。

時間
応相談

土日のみ
0K!

千歳 パ 清掃

(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年毎の更新制
仕　事▶日常清掃
資　格▶不問、未経験者歓迎
給　与▶時給920円
時　間▶7:00～11:00　※実働3h
勤　務▶月20日程度
待　遇▶ 雇用保険、交通費規定支給、車通勤

可、制服貸与、受動喫煙対策有
勤務先▶ ビアワークスちとせ内テナント 

/千歳市東郊1-7-1

千歳 パ 清掃

キレイな環境でお仕事ができます
内装をリニューアルした

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

★随時面接致します

【月～金曜】9～18時

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

◆野菜の選別（恵庭市島松）
期　間▶3月～10月末
給　与▶時給950円
時　間▶ 8:30～17:00 

※状況により残業の場合有
休　日▶シフト制
待　遇▶ 残業手当有、交通費規定支給、 

車通勤可（無料駐車場有）、 
受動喫煙対策有

大歓迎!!
時給

950円!

未経験 シニア
の方

主婦（夫）
さん

恵庭 派 野菜の選別

期　間▶4月末～10月末頃
仕　事▶美笛キャンプ場の管理と運営
資　格▶ 要普通免許、自力で通勤できる方
時　間▶ ①12:00～翌12:00　 

　※実働10h/日給15,083円 
②9:00～19:00　 
　※実働5～8h勤務/時給950円 
※繁忙期は残業の可能性有 
※6h以上の勤務で休憩1h

勤　務▶ 月5～15日程度　シフト制
待　遇▶交通費規定支給、管理棟内禁煙
勤務先▶美笛キャンプ場

一般社団法人 千歳観光連盟
〒066-0019　千歳市流通3丁目4-1

25-8900 担当/斉藤・佐藤
受付/9～17時

千歳 期 管理運営

まずは、お気軽にお電話ください。 
写真付き履歴書をご郵送またはお持ちください。

アウトドア好きな方に 
ピッタリのお仕事です！
◎今年も募集スタート !!

シニアも歓迎！

土日祝勤務 
できる方大歓迎!

給　与▶   時給1,500円～ 
※22時以降時給1,875円

休　日▶ 土日 ※企業カレンダー有  
★長期連休有

待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、退職金有、交通費
実費支給（上限有）、週払いOK（規定有）

勤務先▶千歳市

高時給!

まずは登録！！
↓↓詳しくはWEBでチェック↓↓

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

千歳 派 ゴムの貼り付け、タイヤの検品

ゴムの貼り付け、タイヤの検品　★冬でも暖かい環境です
期　間▶2ヶ月毎の更新　※長期
仕　事▶ ゴムの貼付、タイヤの検品等。機械の操作が

メインで、タイヤを持ち上げることはありま
せん。

時　間▶ 7:30～16:15or8:00～16:45 
20:15～翌5:00or11:45～20:00 
※実働7.75h ※休憩1.5h、残業月20～30h

まずはお気軽にお電話ください。
写真付履歴書を下記住所にご郵送ください。

面接は勤務先で行います。

受付/9～17時　担当/門脇、中井宛

0126-23-3340

期　間▶雇用期間の定め無し
仕　事▶ 燃料取引客へのガス検針、集金業務やストー

ブ・ガスコンロ・家電製品等、生活必需品の提
案、納品（取付）業務

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許
給　与▶ 月給180,000～270,000円 

※試用期間3～6ヶ月/日給8,500～12,000円
時　間▶8:30～18:00 ※時間外労働/月平均5h、休憩1h
休　日▶ 土・日・祝、お盆、年末年始 ※年間休日124日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、家族

手当、住宅手当、資格手当、燃料手当（10～3
月）、事務所内禁煙

勤務先▶ 末広営業所（恵庭市戸磯345-4） 
千歳営業所（千歳市新富3丁目11-27） 
札南営業所（北広島市大曲柏葉5丁目2-3）

〒068-0008 岩見沢市8条東1丁目3番地

北燃商事株式会社
【HP】https://www.hokunen.jp/

正
社
員 顧客管理スタッフ

募集!!

異業職からの転職も歓迎！
未経験からスタートした先輩社員も活躍中！

入社後は先輩社員が同行！ 未経験の方も安心！

お客様からの
「ありがとう」が
やりがいに♪

千歳・恵庭・他 正 顧客管理スタッフ

【スーパー】常温でも保存ができ、日持ちする商
品。酒、乾物、調味料、ペットボトル飲料、菓子等。

ドライ

知ってるようで、
 知らない

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240,000～420,000円 

※ 基本給160,000円+公休残業手当（10h分） 
80,000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

期　間▶即日～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～
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

時　間▶ 17:00～22:00 
※残業なし、休憩なし

時　間▶ 8:00～13:00 ※残業なし、休憩なし

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

 日数・休日
応相談！

共
通
項
目

◆青果　◆品出し　◆惣菜

◆レジ ★学生歓迎！

恵庭 ア パ 店内業務

グループホーム安平の郷勇払郡安平町安平675-16

まずはお気軽にお電話ください。

期　間▶ 採用～3/31まで　※その後1年毎の更新制
仕　事▶ ①日勤・夜勤 

②夜勤専属（月6～8回の夜勤）
時　間▶ 日勤/8:30～13:00、13:00～17:30、 

日勤/8:30～17:30　※休憩1h（勤務時間による） 
夜勤/17:00～翌9:00　※休憩2h 
※残業0～7ｈ程度

給　与▶ 正/月給160,000円 
ア・パ/時給1,060円 
※夜勤専従の場合/1夜勤当たり20,175円 
☆別途交通費+介護福祉士手当5,000円 
　（資格をお持ちの方）支給有

勤　務▶ ア・パ/(日勤)週3日～ (夜勤)週1～2日
休　日▶ シフト制
待　遇▶ 社保完備、試用期間2ヶ月（同条件）、昇給、賞与年

2回、資格・燃料手当、残業手当、車通勤可、交通費
規定支給、有給休暇、育児休暇、施設内分煙 
【ア・パ】正社員登用制度有

育児・介護休暇・有給休暇の取得率100％！
子育て世代が活躍中♪ 

入社後のサポートも万全です！

担当/柳谷0145-26-3301応募

安平 正 ア パ 介護スタッフ

お休み希望も 
調整可能！

★未経験者歓迎 ★年齢・性別不問★資格不要

期　間▶即日～3月末まで ※延長可
仕　事▶ ベルトコンベアを使用したライン作業 

（盛り付け・箱詰め等の和洋菓子の製造補助）
時　間▶ 昼勤/9:00～18:00（休憩1h）、14:00～18:00 

夜勤/19:00～翌4:00（休憩1h） 
※生産量に応じ、2h程度の残業の可能性有

資　格▶ 未経験者歓迎 ※食品衛生上マニキュア・付け爪・ひげは禁
止、貴金属類の着用不可

給　与▶ 昼勤/時給940円 夜勤/時給1,010円 
※22～翌5時は深夜時給1,262円 
★月末月初手当有！ 
（実働6h以上の方が対象。合計6日間、最大6,000円） 
毎月末3日間と毎月初めの3日間は、 
1日出勤ごとに1,000円支給

待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場完備）、勤務日にパン
のお土産有、当社製品社内販売有、格安食堂完備（パン食は無
料）、制服貸与、近郊エリア無料送迎バス有、受動喫煙対策有

山崎製パン㈱札幌工場 恵庭市恵南10-1

まずは、お気軽にお電話ください。

★JRサッポロビール園駅より徒歩15分
 0123-34-1128《受付》9～18時

人事採用担当まで

JR恵庭駅から
無料送迎有！！

長期勤務への 
切り替えOK！

卒業するまでの
短期で働く

4月からの仕事が 
決まっているから 
それまでの間で

フリーシフト制

2/28 3/1 3/2

恵庭 ア パン・和洋菓子製造補助、仕分け


