
2023年3月10日（金）ちゃんと 12

期　間▶ 長期（3ヶ月更新）
仕　事▶ ①ベッドメイク ②夜勤フロント
時　間▶ ①9:00～15:00、19:00～翌1:00 

②19:00～翌9:00 
※休憩1h、残業なし

給　与▶ ①時給1,000円、22:00以降、時給1,250円 
②日給15,350円 ※昇給有

勤　務▶ ①週2日程度※土日祝のみの方歓迎 
②週1～2日程度 ※Wワークの方歓迎

待　遇▶ 労災保険、昇給有、試用期間3ヶ月、受動喫煙対策
有（喫煙スペース有）

スタッフ募集!!

千歳市青葉5丁目6-10　http://www.hotal-web.com

電話の上､写真付履歴書をお持ちください｡ 担当/國田

ホ テ ル 　 　 　 　 　 ホ タ ル 全室Wi-Fi
完備

0123-40-2077 090-2511-4127

千歳 パ ベッドメイク、夜勤フロント

勤務先▶ （株）明治恵庭工場 
恵庭市戸磯47-15

期　間▶6ヶ月毎の更新制
資　格▶ 経験・年齢不問　※定年70歳
時　間▶ 9:00～15:00　※実働5.5h 

※残業なし
勤　務▶ 月17～18日程度 

※勤務日数相談OK
給　与▶時給950円
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、制服

貸与、有給休暇、記念日休暇有、車
通勤可、受動喫煙対策有

イオンディライト株式会社
苫小牧市柳町3丁目1-20苫小牧エリアセンター

まずはお気軽にお電話ください。

0144-53-3061

★ お掃除のコツも知ることができ、 
お家のお掃除にも役立ちますよ♪

清掃スタッフ大募集!!
恵庭 パ 清掃

まずは、お電話連絡の上、履歴書をご郵送ください。

期　間▶ 3月31日まで　その後1年毎の更新制 
※原則更新

仕　事▶ 食事作り（温め・手作り含む）、清掃、利用者
様の日常生活の支援・見守り、寮費の管理
（一部）等

資　格▶ 要普通免許、経験不問
時　間▶ 15:30～18:30　※残業なし
給　与▶ 時給1,010円
休　日▶ 日曜日　※勤務日応相談
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、施設内禁煙
勤務先▶ グループホームすみれ(千歳市富丘）

担当/田口26-6566
社会福祉法人 
千歳いずみ学園 

共同生活援助事業所　 
いずみ寮
千歳市春日町3丁目5-1

千歳 パ 世話人

恵庭市牧場281-2らくだ軒 恵庭店

39-2821

39-2051

応募

応募

受付/10～17時 
担当/古名（フルナ）

期　間▶即日～11月下旬
仕　事▶ 接客、料理の提供、お会計、調理業務、食器洗浄等 

ビュッフェスタイルのレストランです！ 
難しい作業はありません。

時　間▶ 9:00～17:00の間で3～7h（時間帯応相談） 
※6h以上で休憩1h、残業なし

資　格▶ 経験者・未経験歓迎、学生歓迎、高校生可
給　与▶ 一般/時給1,000円　高校生/時給950円～ 

（4～10月の土日祝は＋50円で時給1,050円）
勤　務▶ 週1～5日、1週間毎のシフト制（勤務日数応相談）
待　遇▶ 無料送迎バス有（JR恵庭駅から）、交通費規定支給、車通

勤可、食事補助制度有、制服貸与、労災保険、有給休暇制度
有、65歳定年制（定年雇い止めのため）、受動喫煙対策有

応　募▶ ご希望の店舗へお電話ください。

共
通
項
目

スタッフ募集 JR恵庭駅から
無料送迎バス有らくだ軒 Ten-Man

期　間▶ 長期
仕　事▶ イタリアンレストランでの接客業務、 

ピザやパスタの調理業務、食器洗浄等
時　間▶ 9:00～18:00の間で3～8h（時間帯応相談） 

※6h以上の勤務で休憩1h、残業なし

恵庭市牧場262-6Ten-Man森のレストラン
受付/10～17時 
担当/杉井

らくだ軒 森のレストラン Ten-Man

恵庭 ア パ ホールスタッフ、キッチンスタッフ

0120-095-350
https://speed-hokkaido.jp/

期　間▶ 4/15～11/5 （通年雇用も可） 
※即日勤務可、勤務開始応相談、期間前の入職も可

仕　事▶ レンタルコーナー、売店・デザートレーンでの接客・
販売等、レストランホールスタッフ（団体昼食の用
意・片付け）

給　与▶時給1,700円
時　間▶9:00～17:00 ※時間相談可能、冬期時間変動有
勤　務▶4週8休
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通勤可、駐車場完備、制

服貸与、正社員登用有、社割有、受動喫煙対策有
勤務先▶苫小牧市美沢（新千歳空港より車で15分）

苫小牧 派 受付、販売、接客、ホール

スピード北海道株式会社
一般労働者派遣事業（派01-300425）　有料職業紹介事業（01-ユ-300238）函館市新川町1-24  R4TM新川町 5F

 

1,700

製造
事務員
パン

セブン-イレブン・ジャパン向けパンの 
製造をしている会社です。

スタッフ募集　★恵庭駅より送迎有！

恵庭

仕　事▶ オーブンからパンを取り出したり、パン生地に具
材をのせる等のパン製造補助

資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶ 9:00～18:00、22:00～翌7:00 

※休憩1h、残業月20h程度、時間前後要相談
給　与▶ 時給950円～※22:00～翌5:00/深夜手当有

製造スタッフ

仕　事▶電話対応、来客対応、受発注業務
資　格▶パソコン、基本的な操作が出来る方
時　間▶ 8:30～17:30 ※休憩1ｈ、残業/月5～10h程度
給　与▶時給1,000円

事務員

株式会社エフビーエス
〒061-1405　恵庭市戸磯47-7札幌工場

 31-0900
まずはお気軽にお電話ください。

受付/9～17時 
担当/原田・本間

パ 製造、事務員

期　間▶即日～長期　　　休　日▶週2日、シフト制
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、送
迎有、喫煙室有

◆札幌工場（恵庭市戸磯47-7）

《共通項目》

コース管理(契約社員)募集!!

るるまっぷパーク 
ゴルフコース

〒061-1356 
恵庭市西島松275

【受付/8～17時】
担当/大藤

まずはお気軽にお電話ください。

期　間▶ 4月～11月
仕　事▶ パークゴルフコースの芝生の整備等
資　格▶ 経験者優遇、自力通勤可能な方
給　与▶ 月200,000円
時　間▶ 8:00～17:00　※実働8h 

※休憩1h、状況により 
　早出・残業の場合有

休　日▶ 日曜、他シフト制（隔週で週休2日）
待　遇▶ 雇用・労災保険、受動喫煙対策有

恵庭 契 コース管理

090-6268-9628

【千歳市美々】荷物の仕分け
期　間▶ 即日～長期
資　格▶ 土日勤務できる方歓迎、 

自力通勤できる方
給　与▶ 時給1,000円  

※22時以降/時給1,250円
時　間▶ 20:00～24:00（実働4h程度） 

※残業なし
勤　務▶週2日～ ★WワークOK
待　遇▶ 労災保険、週払い可、車通勤可、無料駐

車場完備、服装自由、受動喫煙対策有

WワークOK!
1,000円
★服装自由! ★週2日～OK!!

時
給

有限会社 ロジスパワー

まずはお電話ください。
写真付履歴書を持って面接にお越しください。

26-3570
080-5729-7602（土日祝/千葉）

【受付/月～金 9時～18時】

千歳市東雲町
1丁目9-6

千歳 ア 荷物の仕分け

㈱けーあいファーム
〒066-0001 千歳市長都1010番地

担当/阿部42-8255
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

◆パート
期　間▶1年毎の更新制 ※原則更新
時　間▶ 6:00～18:00の間で4～8h　 

※6h以上の勤務で休憩1h　 
※状況により勤務時間に変動有

給　与▶時給930円～
勤　務▶週2日～ ※応相談

◆正社員
期　間▶雇用期間の定めなし
時　間▶ 6:00～18:00の間で8～9h  

※1年毎の変形労働時間制　※休憩1.5h 
※状況により勤務時間に変動有

給　与▶月給181,000円～
休　日▶ 週1日～　シフト制　 

※夏季/月5～6日、冬季/月12～16日
【共通項目】
資　格▶ 高卒以上、要普通自動車免許、フォークリフト・大型自動車免許・大型特殊免許保持者優遇
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、交通費規定支給、受動喫煙対策有、有給休暇、社員割引有 

【正社員のみ】賞与有、試用期間3ヶ月

こんな野菜作ってます!▶▶キャベツ、ブロッコリー、人参、カボチャ、白菜、スイートコーン、しいたけ、さつまいも…

小さいお子さんがいるスタッフ多数!!

千歳 正 パ 収穫・農作業

しいたけ栽培、野菜加工作業、 
工場仕分け作業等

種蒔き、苗準備、畑準備等
定植、草取り、収穫等
草取り、収穫、選別、仕分け等

12月～3月

3月～4月
5月～8月
8月～11月
★ 希望者は南大東島（沖縄県)でサトウキビ 
の収穫作業もあります。（12月～翌3月）

野菜の収穫･農作業

介護食の正しい知識や調理法を身につけ高齢者に
美味しく安全安心な食事を提案できる資格。
咀嚼や健康に不安がある高齢者のために､硬さや栄
養バランスなどに気を遣った調理法で提供するこ
とができます。
また､彩りを添え美味
しそうな食事にする
ことで､食での生きる
楽しさを与えること
ができます。
介護職の方が取得し
ています。

WEBで手軽におシゴト探し 外出先でも

検索ちゃんと 求人ナビ

いつもの
移動時間

でも

毎週木曜日
更新中！

https://chanto.biz/qnavi/

①

期　間▶即日～3ヶ月毎の更新
仕　事▶農業機械部品加工・生産
資　格▶ 工場経験者
給　与▶ 時給1,365円(1日/10,920円）　 

※月収例/時給1,365円×8h×20日= 
　218,400円

時　間▶ 8:00～17:00　※実働8h 
※休憩1h、残業多少有

休　日▶土日祝、GW、お盆、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、制服貸与、 

受動喫煙対策有
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

ご
応
募
お
待
ち

　し
て
い
ま
す
！

組立・機械加工・ 
プレスオペレーター

高時給！チャンス

札幌市東区北34条東20丁目5番11号

一般労働者派遣事業(派01-301226)（札幌本社） 011-787-3443
0123-22-4368（千歳事業所）

三好梱包商事㈲ 派遣事業部

お電話の上、面接時に写真付履歴書をお持ちください。

まずは工場見学してみませんか？

千歳 派 組立・機械加工・プレスオペレーター

1名募集

1名募集

Web応募はコチラ

期　間▶ 長期
仕　事▶店内業務
勤　務▶週3～4日
給　与▶ 時給1,000円
時　間▶ ①8:30～17:00 

②7:30～16:00(日曜日) 
③17:00～20:30 
※高校生可　※残業なし、 
　②のみ休憩1時間

期　間▶ 即日～3月31日
仕　事▶ 主に刺身盛(経験者のみ）と 

軽作業
勤　務▶ 週4日
給　与▶ 時給1,500円
時　間▶ 7:00～16:00 

※残業なし、休憩1時間

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32

[応募］希望の店舗に電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。担当/店長

恵庭店
恵庭市本町210 33-1122

応募

の募集です水産部門

即日～3/31
の 
短期!

〈共通項目〉
待　遇▶ 通し勤務のみ社会保険加入、制服付与、 

交通費規定支給、車通勤可、施設内禁煙

短期・長期

◆長期(水産)

◆短期(水産)

恵庭 ア パ 水産

24-3000市立千歳市民病院 千歳市北光2丁目1-1
内線8232
総務課総務係

https://chitose-shimin-hospital.jp/（資格･免許が必要な職種については、 資格証明書等のコピーが必要です。）

期　間▶雇用期間の定めなし（市職員の定年の定めによる）
資　格▶ 看護師免許、昭和47年4月2日以降に生まれた方
時　間▶ 日勤/8:30～17:00　準夜勤/16:30～翌1:00 

深夜勤/0:30～9:00　夜勤/16:30～翌9:00 
※病棟勤務（2交替･3交替勤務）が可能な方 
※手術室勤務（日勤、待機有）が可能な方

給　与▶ 大学4卒者/初任給 月213,200円～ 
短大3卒者/初任給 月204,900円～ 
短大2卒者/初任給 月197,000円～

休　日▶4週8休　※シフト制
待　遇▶ 有給休暇、扶養手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、住居手当、寒冷地手当、

時間外手当等、制服貸与、敷地内禁煙、深夜帯はタクシーチケットの支給有
（公共交通機関利用者）

募
集看護師市立千歳市民病院

［応募］まずはお気軽にお電話ください。 応募書類（市指定用紙）は当院のHPから取得できます。

正職員

詳
細
は
▶

コ
チ
ラ
か
ら

院内保育所を 
利用できます!!
※対象年齢0歳～就学前まで

千歳 正 病棟･手術室看護師


