
2023年2月17日（金） ちゃんと9

♢スーパーの閉店作業 / 火水土の週3日勤務

㈱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
一般労働者派遣事業/派01-300271有料職業紹介事業/01-ユ-300107

0123-25-3221

仕　事▶ スーパーの閉店作業、値札貼り、かご整理等
期　間▶ 初回契約1ヶ月、以降3ヶ月毎の更新予定 

※入社日応相談
時　間▶ 17:45～21:15 実働3.5h ※残業なし
勤　務▶火・水・土曜の週3日固定
給　与▶時給1,100円
待　遇▶ 社会保険なし、 

施設内禁煙、 
交通費規定支給

勤務先▶ 千歳市

千歳 派 閉店作業

見学
できます

応 募

千歳市桜木2丁目10-11
ラブアリス千歳桜木別館

0123-23-0081 採用担当

 

期　間▶1年毎の更新制 
仕　事▶放課後等デイサービスでの個別療育や運動指導等
資　格▶ 教員免許、保育士、児童指導員要件を満たす方、 

無資格でも応募可、要普通免許
時　間▶ 13:00～18:00 ※時間応相談 ※残業なし
給　与▶ 有資格者/時給1,030円～ 

無資格者/時給980円～ ※処遇改善手当を含む
勤　務▶週2日～
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、試用期間6ヶ月有、施設内禁煙

千歳 パ 児童デイサービススタッフ

https://laulea-lovealice-chitose.com/

千歳市桜木3丁目1-1
ラブアリス千歳桜木

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

ホール・キッチン
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

期　間▶即日～1年更新
時　間▶ ①12:00～17:00　②17:00～22:00 

③22:00～翌2:00
給　与▶ 時給920円　 

※22時～翌5時/時給1,150円
勤　務▶週2日～　※応相談
待　遇▶ 雇用保険有（勤務時間による）、制服貸与、 

車通勤可、マスク支給

恵庭市黄金北1丁目12-6恵庭黄金北店

0123-34-5529応募 担当/小川

バイトデビューも大歓迎★
★休日希望伺います!
★ 自動釣銭機のため、 
初心者でもカンタンに使えます♪

経験は問いません♪扶養内・学生歓迎！

お待ちしています！

恵庭 ア パ 店内業務全般

千歳・恵庭 契 タクシードライバー

期　間▶ 長期
仕　事▶ 大手企業レンタカーの受付業務
資　格▶ 未経験歓迎、経験者優遇、学生可、 

要普通免許
給　与▶ 時給1,150円
時　間▶ 8:00～20:00（実働8h）シフト制、 

応相談　※休憩1h、残業有

勤　務▶ 週3～5日  
※シフト制、応相談

待　遇▶ 社保完備（時間による）、有給休暇
制度、交通費規定支給、車通勤可、
制服貸与、送迎有、受動喫煙対策有

勤務先▶千歳市美々

札幌市厚別区厚別中央2条4丁目5-2ジブラルタ生命札幌ビル3F
011-804-3040 ツーリストエキスパーツ

受付/平日9～18時 担当/佐藤

人材派遣事業（派 13-010616）

レンタカー受付業務募
集

未経験者は
丁寧に研修
します

千歳 派 受付業務

まずはお気軽にお問い合わせください。
株式
会社

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

(千歳第一ホテルに繋がります)
 0123-27-2000

期　間▶雇用期間の定めなし
勤　務▶週2～5日 ※応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、 

受動喫煙対策有

共
通
項
目

仕　事▶ 朝食の盛り付け、補助、配膳等
時　間▶ 5:00～10:00の間で実働3～5h ※応相談 

※残業なし
給　与▶時給1,000円～
勤務先▶ 千歳第一ホテル、 

クイーンズホテル千歳

仕　事▶チェックイン、館内巡回等
資　格▶未経験者歓迎、ブランクOK
時　間▶ ①22:00～翌8:00の間で実働8h ※休憩2h、残業なし 

②17:00～22:00（実働5h） ※休憩、残業なし
給　与▶①時給1,200円 ②時給1,000円
勤務先▶ 千歳第一ホテル、クイーンズホテル千歳

学生・シニア大歓迎!! 仕　事▶ ベッドメイキング
時　間▶ 9:30～15:30  

※実働5.25h ※残業なし
給　与▶ 時給920円～ 

※土日祝手当500円/1日
勤務先▶ 千歳第一ホテル

千歳 ア パ 朝食スタッフ、ナイトフロント、ベッドメイク

クイーンズホテル千歳 千歳市幸町５丁目6-1
千歳第一ホテル 千歳市幸町4丁目25-1

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

千歳 契 清掃スタッフ
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円～　※業績給別途支給
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▶～3ヶ月、その後１年毎の更新
待　遇▶ 各社保完備（時間数による）、交通費規定

支給、制服貸与、車通勤可、敷地内禁煙
休　日▶ シフト制
勤務先▶ 社台ファーム社員食堂 

/ 勇払郡安平町追分旭9番地

共
通
項
目

◆調理師/契約社員

◆調理補助/パート

◆調理員/パート

仕　事▶ 社員食堂での調理
資　格▶ 調理師免許
給　与▶ 月給270,000円 

（固定残業代45h/67,590円含む）
時　間▶ 4:00～20:00 ※実働8h ※休憩1h、 

残業月0～10h程度（残業がない月も固定
残業代45h分支給）

仕　事▶社員食堂での調理補助
給　与▶①時給1,050円 ②時給980円
時　間▶ ①4:00～13:00 ②8:00～20:00  

※実働8h ※休憩1h、残業なし

仕　事▶社員食堂での調理
資　格▶調理経験者、資格不要
給　与▶時給1,100円
時　間▶ 4:00～20:00 ※実働8h  

※休憩1h、残業なし
㈱北海道グリーンハウス

札幌市中央区北3条西2丁目8番地　さっけんビル2F

担当/おぐら011-232-2430
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。面接は勤務先で行います。

調理師、調理補助
実働4hなど、時間・日数応相談

安平 契 調理師パ 調理補助

募集

吹付け塗装経験者

溶接工・・・4名募集
半自動溶接経験者

塗装工・・・4名募集

札幌市東区北34条東20丁目5番11号三好梱包商事㈲派遣事業部一般労働者派遣事業(派01-301226)

お電話の上、面接時に 
写真付履歴書をお持ちください。

（札幌本社） 011-787-3443
0123-22-4368（千歳事業所）

 miyoshi-konpou-3443@m7.dion.ne.jp

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶塗装工・溶接工
給　与▶ 基本月給288,000円 ※別途残業手当有 

月収例/①定時 時給1,800円×8h×20日勤務 
②残業 時給2,250円×月平均30h 
①+②＝355,000円

時　間▶ 8:00～17:00（実働8h） 
※休憩1h、残業30h程度/月

休　日▶ 土、日、祝日（振替の場合有）、GW、 
お盆（8/11～8/16）、 
年末年始（12/29～1/8）11日間

まずは工場見学 
してみませんか？

千歳

資　格▶59歳まで（定年60歳） 
待　遇▶ 各社保完備、賞与有、退職金規定支給、交通

費規定支給、制服貸与、受動喫煙対策有、食
堂・休憩室利用可、65歳まで再雇用制度有

勤務先▶ 千歳市上長都 第3工業団地（株） 
IHIアグリテック構内

増員募集！！
「転職の
      チャンスです！」

正 塗装工、溶接工


