
2023年2月17日（金） ちゃんと11

千歳市信濃2丁目1-704しなのビル2階 担当/大村〒066-0038
写真付き履歴書を郵送ください。

千歳しなの内科

千歳
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 診察介助や内視鏡介助等、処置室での看護師業務全般
資　格▶ 看護師もしくは准看護師資格、59歳以下（定年

60歳の為）、学歴不問、経験・知識・技能等不問、
PCでの文字入力が可能な方

給　与▶時給1,300円～
時　間▶ ①8:30～13:30 ②13:30～17:30 

③8:30～12:30（土曜日） 
※残業なし

勤　務▶ 週3日程度（週19h以内） 
※②は週1回程度、③は月1～2回

休　日▶日、祝
待　遇▶ 社会保険有、交通費規定支給、車通勤可、無料駐車

場有、昇給有、試用期間3ヶ月（同条件）、施設内禁煙

ア パ 看護師

0123-40-7140

標準ロゴ

反転ロゴ　アレンジ例 反転ロゴ　アレンジ例（ドロップシャドー）

反転ロゴ　アレンジ例

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

全日本食品㈱北海道支社 恵庭市戸磯47-9

◆ 青果・水産・精肉のパック品仕分け作業
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶  ①青果・水産・精肉のパック品仕分け作業 

② チルドルーム内での生鮮品、主にパック品の仕分け作業
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶ 時給920円　※昇給有
時　間▶ 11:30～19:00の間で4～5h　※応相談
休　日▶土曜日、シフト制
待　遇▶ 雇用保険、交通費規定支給、車通勤可、 

賞与年2回、昇給有、有給休暇、構内全面禁煙

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

34-3715応 募 担当/岩岸
【受付】9～17時

未経験者 
歓迎

恵庭 パ パック品の仕分けスタッフ

事業拡大につき、
スタッフ
大募集
そのほかのお仕事
お気軽に 

ご相談ください

千歳 正 ア パ ホール、キッチン

◆ パート 
アルバイト
期　間▶長期
仕　事▶ ①ホール/ご案内、サイドメニューの配膳、片付け 

②キッチン/軍艦や巻物、サイドメニューの調理
給　与▶一般/時給1,100円～ 高校生/時給1,050円～
時　間▶9:00～15:00、17:00～21:30 ※実働3h～
勤　務▶週1日～OK
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、昇給有、社員割引有、

社員登用有、受動喫煙対策有
採用担当係

まずはお電話ください｡面接日や勤務開始日は相談に応じます｡

0138-32-3905 【共通項目】
勤務先▶ 握り寿司 函太郎 新千歳空港国際線店 

新千歳空港国際線ターミナルビル3F 
函太郎 新千歳空港店 
新千歳空港国内線ターミナルビル3F

◆正社員

期　間▶ 長期 ※勤務開始日応相談 現在お勤め中の方もご
相談ください。

仕　事▶ 握り・接客・仕込み等、基本からスタートし、慣れて
きたら、ホールの管理、環境整備、バイト教育、商品
開発等、徐々にステップアップしていきます。

資　格▶未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶ 月給210,000～300,000円 

※経験・スキルを考慮し決定
時　間▶8:00～22:00の間で8h ※シフト制
休　日▶月9日（2月のみ8日） ※年間休日107日
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、交通費規定支給、昇給有、 

賞与年2回、まかない有、受動喫煙対策有

習熟度を増すごとにキャリアアップできる体制
安心の福利厚生・お休みも充実

バイトデビュー、未経験者歓迎
学生歓迎！高校生可　休み希望100%！

㈱エイチケイアール
https://www.hk-r.jp/【函太郎 新千歳空港店】

千歳市美々 新千歳空港国内線ターミナルビル3F

新千歳空港店

国際線、国内線  
２店舗で募集中！

3/1 握り寿司函太郎
国際線ターミナルビル３Fが

リニューアルOPEN!!

〈本社〉

◆通販、受注業務（オペレーター）

《共通項目》

◆出荷作業関連業務

◆法人受注処理業務

オペレーター
出荷作業

法人受注処理

期　間▶3月中旬～長期
仕　事▶電話・メール何れかの受付業務
時　間▶ ①9:00～18:00(車通勤) 

②9:30～18:30(送迎バス通勤) 
※休憩1h　残業なし

期　間▶3月中旬～長期
仕　事▶ 法人様へのメール・電話対応業務および

受注入力
時　間▶ 8:30～17:30(応相談) 

※休憩1h　残業なし

期　間▶即日～長期
仕　事▶ ⓐ通販出荷処理補助（事務） 

ⓑ販促資材出荷作業及び付帯する事務作業
資　格▶ⓑは車通勤可能な方
時　間▶ 8:30～17:30　※ⓑは時短等応相談 

※休憩1h　残業なし

給　与▶ 時給1,000円
勤　務▶週4～5日
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、交通費規

定支給、車通勤可、送迎有（千歳駅）、館内
禁煙（事務所内に喫煙スペース有）

まずはお気軽にお電話ください。

 0123-48-2800
【受付/9～17時 担当/江藤】

● フルタイムや土日勤務が可能な方歓迎!

●未経験者歓迎! 研修・サポート体制充実！
●千歳駅から送迎有！

株式
会社 千歳市泉沢1007-111ケイシイシイダイレクトマーケティング部

ス
タ
ッ
フ

千歳 ア パ オペレーター、出荷作業関連業務、法人受注処理業務

各1名募集

3名募集

1名募集

◆ 正社員

★ デザイン未経験者も 
応募可!

★ デザイン業務経験者 
大歓迎!

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220,000円～ ※経験により優遇
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） 
※月曜は若干の残業があります。 
　（月平均4～10h程度）

休　日▶ 日曜、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）、諸手当
有、車通勤可、試用期間1ヶ月位有、
敷地内禁煙

まずはお気軽に 
お電話ください。

0123-27-0911
《採用担当》髙橋〒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

千歳 正 デザイナー

デザイナー募集

仕　事▶パスタの仕込み
時　間▶ ①9:00～17:00 ②6:30～15:50  

③17:00～22:00 
※①～③ご希望の時間を教えてください。 
※休憩/6時間以上で45分、8時間以上で60分 
※残業①なし ②月10h程度 ③月20h程度

給　与▶時給1,000円～　　
休　日▶土・日・祝 （工場カレンダー）　　
勤務先▶恵庭市

仕　事▶組立作業スタッフ
時　間▶  8:20～17:30  

※休憩70分、 
　残業月20h程度可能性有

給　与▶時給1,100円～　　
休　日▶ 日・祝（生産状況により土曜出勤の可能性有）　
勤務先▶千歳市

千歳・恵庭・他 派 仕込み、製造補助、組立作業、袋詰め

仕　事▶ソースの製造・加工
時　間▶ 9:00～17:00 ※休憩1h、残業なし
給　与▶時給1,007円～　
勤　務▶週4日～ ※応相談
休　日▶ 日曜・他　　
勤務先▶安平町

人気のお仕事

㈱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

24時間受付OK！お気軽にお電話ください。
0120-172-642

履歴書不要、服装も自由。

求人説明会 9:00～12:00内のお好きな時間にお越しください。
お気軽にお問合せください！2/22水 恵庭市民会館 2F 小会議室

新着求人

仕　事▶パンの袋詰め
時　間▶  ①8:00～14:00（5.5h） ②9:00～13:00（4h）

③13:00～17:00(4h) 
※①～③ご希望の時間を教えてください。 
※休憩・残業なし

給　与▶時給968円～　　 
休　日▶ シフト制（週休2日）  

※①は週4日勤務～相談可能
勤務先▶恵庭市

短時間勤務
（扶養内可能）勤務時間が 

選べます

期　間▶長期
待　遇▶ 各社保完備、日払い有（規定有）、 

受動喫煙対策有、送迎有

《共通項目》

仕　事▶ 施設入退場時の車両、人の入構許可証の確認 
及び発行手続き等

給　与▶ 無資格/時給950円 
施設警備2級/時給980円 
施設警備1級/時給1,030円 
資格手当別途支給:施設 2級/月5,000円、 

1級/月8,000円
資　格▶ 車通勤可能な方、定年者も歓迎　 

※資格取得希望者には丁寧に指導いたします。
時　間▶ 0:00～24:00（1日4交代）　※残業なし
勤　務▶シフト制　※年中無休　※月10日程度休み有
勤務先▶新千歳空港貨物ターミナル（入退場警備）
待　遇▶ 社保完備、雇用保険、有給休暇制度、交通費規定支

給、制服貸与、受動喫煙対策有

仕　事▶新築・中古住宅・アパートの清掃
給　与▶ 〈契約社員〉月給156,750円 

〈パート〉時給950円
資　格▶未経験者歓迎、車通勤可能な方
時　間▶ 8:00～17:00 

7.5h以上で休憩1h、残業なし 
〈契約社員〉フルタイムで働ける方 
〈パート〉4h程度で週3日以上働ける方

勤　務▶月～土　※希望休有
勤務先▶千歳・恵庭・苫小牧近郊
待　遇▶ 労災保険、制服貸与、 

交通費規定支給、敷地内禁煙
《共通項目》　期　間▶雇用期間の定めなし

友達・ご夫婦で
働きませんか！

来年度より
時給UP予定有

日本管財サービス株式会社
〒066-0015　千歳市青葉8丁目3番1号

◆施設警備員　（正社員）◆清掃スタッフ　（契約社員・パート）

0123-24-0800 担当/高倉

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください。

千歳・恵庭・他 契 パ 清掃正 施設警備

★新型コロナウイルス対策中 !! ★未経験者歓迎!!

まずはお電話ください！
［担当者直通番号］

0123-23-5323

ジェラテリア ミルティーロ
千歳市長都2 ※JR長都駅から約3km

【採用担当者】受付/9:00～16:30

期　間▶ 即日～9月30日 
※通年雇用への登用相談可

仕　事▶ 店内業務全般 
（接客、ジェラート盛りつけ、清掃等） 
★ 盛りつけは従来の「ヘラ」を使用せ
ず、「ディッシャー」で行います。 
誰にでも簡単にできるお仕事です。

勤　務▶ 週2～4日
時　間▶ ①10:30～14:30 

②13:30～17:30 
※残業なし

給　与▶ 時給930円～ 
※ 試用期間中/時給920円  
（最長3ヶ月、能力により短縮）

待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、受動喫煙対策有

千歳 パ 販売スタッフ

春～夏
一緒に働く仲間募集
すぐ働けます!! 通年雇用も相談可

お店の月間売り上げ 
目標達成でボーナス支給!!
仲間と協力して頑張ろう!!

〒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

千歳 正 集配ドライバー契 一般事務

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 決まったルート（2、3ヶ所）の集配です。 

最初は1週間程度、寄り添い丁寧にご指導
いたしますので、ご安心ください。

資　格▶要普通免許、未経験者歓迎
時　間▶ 8:20～16:20（実働7h） 

※週3日程度、残業有
給　与▶  月給200,000円以上 

※固定残業手当20時間分30,000円を含む
　超過分は別途支給

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、昇給有

《共通項目》

◆ 集配ドライバー/正社員 ◆ 一般事務/契約社員

急なお休みにも対応します!

仕　事▶ 展示案内とそれに付随する業務
時　間▶ 8:00～16:30の間で実働3～7h 

※応相談　※残業なし
給　与▶ 時給920円  

※土日祝（4～10月）/時給970円
勤　務▶週2～5日

えこりん村 ウェルカムセンター恵庭市牧場281-1
担当/高橋090-7518-2807

まずは、お気軽にお電話ください。 【受付時間10～17時】

とまとの森 スタッフ募集!!
①「とまとの森」での展示案内

仕　事▶栽培管理とそれに付随する業務、農作業
時　間▶ 8:00～17:00の間で実働6～8h 

※残業なし
給　与▶ 時給1,000円  

※土日祝（4～10月）/時給1,050円
勤　務▶週4～5日

【共通項目】
期　間▶  4月中旬～11月中旬まで ※②は冬場もお仕事有
資　格▶ 土日祝勤務可能な方優遇、車通勤可能な方 

※定年70歳 ※学生不可 ※煙草を吸わない方
待　遇▶ 交通費規定支給（上限800円/日）、扶養内勤務可、社会

保険完備、有給休暇（勤務開始6ヶ月以降）、敷地内禁煙

恵庭 パ 展示案内、栽培管理

4月～10月の土日祝は、時給50円アップ!!

びっくりドンキー・らくだ軒・ 
森のレストランTen-Manで使用できる 

20%割引券を毎月5枚支給！

②「キッチンガーデン」での栽培管理


