
2023年3月17日（金）ちゃんと 10

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。

仕　事▶ 製造業の生産管理部門での事務。 
※入力作業や事務など簡単な業務から 
　始めていただきます。 
　丁寧に指導しますのでご安心ください！

給　与▶ 時給940円
時　間▶ 8:30～17:30(実働8h)　※時間応相談 

※休憩1h、状況により残業の場合有
休　日▶ 土、日（会社カレンダーによる。　※年間休日124日） 

※年数回祝日出勤日有
勤　務▶ 週5日
資　格▶ 高卒以上、Excel、PowerPoint、word等の基本

操作が出来る方
期　間▶ 原則1年毎の更新
待　遇▶ 各社保完備、賞与有、交通費規定支給、制服貸

与、車通勤可（駐車場有）、敷地内禁煙

㈱京都セミコンダクター 恵庭事業所
〒061-1405　恵庭市戸磯385-31担当/阿部・金子34-3111

事務スタッフ募集!
事務経験のある方歓迎！

土日休み★

恵庭 パ 事務スタッフ

オープニング 
スタッフ大募集!! 
主婦（夫）・学生さん 

大歓迎!!

千歳市新富3丁目3-27

まずはお気軽にお電話ください。
面接は現地にて行います。

011-881-9699
銀のさら 千歳恵庭店

担当/石黒
羊ヶ丘店に繋がります

千歳 ア パ デリバリー、キッチン

【共通項目】
資　格▶未経験者歓迎、キッチンは高校生可
時　間▶ 9:00～21:00の間で実働4h～ 

※シフト制、応相談　※残業なし
待　遇▶ 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▶ 銀のさら千歳恵庭店 

千歳市新富3丁目3-27(4/6オープン予定）

仕　事▶ シャリや寿司ネタの 
仕込み、寿司作り、盛付等

給　与▶時給950円

仕　事▶お寿司の配達
資　格▶要普通自動車免許
給　与▶時給1,050円

デリバリー

キッチン◆◆◆◆

◆◆◆◆新しいお店を 
一緒に盛り上げてくれる 

仲間を大募集！ 
一緒に頑張りましょう！

4/6 千歳市新富にオープン予定！

マニュアル完備
難しい仕事は
ありません!!

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 中型バスにて送迎、送迎が無い時間は配送や 

工場のお手伝いになります
資　格▶ 大型免許保持者(バス運転経験者)、 

定年65歳※定年退職された方も歓迎
給　与▶ 月165,000円～ 
時　間▶ 8:00～17:30 (繁忙期残業有) 

※終業時間はシフトによって変更有、休憩1h 
例/8:00～9:00 
16:00～17:30はスタッフの送迎 
10:00～12:00配送係助手 
14:00～16:00セット作業

休　日▶ 週1～3日 ※シフト制、月毎に希望を優先した
形で作成しております。

待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、受動喫
煙対策有、残業代は別途支給

千歳支店

送迎バス運転兼配送係助手

募集中!!

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
委細面談にて決定致します。 

千歳
支店 0123-24-2126【受付】中尾 9～17時

千歳 契 送迎バス運転兼配送係助手

●決められたルートの送迎です♪
●大型バス運転経験者募集!

〒066-0077 
千歳市上長都1050番地1岩内郡岩内町字大浜476-18 

担当/採用係

まずはお電話ください。面接は千歳で行います。

0135-67-7477

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 飲料水の検査に伴う作業などを行います。
資　格▶ 学歴・経験・資格不問、18歳以上
時　間▶ 8:30～17:00の中で時間応相談 

※休憩1h、残業なし
勤　務▶ 月16日程度（年間平均）
休　日▶ 土日祝、他平日1日
給　与▶ 時給980円
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

工場内分煙
勤務先▶千歳市北信濃864-1

㈱アイ・コネクション

工場内作業
スタッフ募集
勤務時間・日数  相談に応じます!!

千歳 ア 工場内作業

医療法人社団
髙橋整形外科クリニック
千歳市千代田町7丁目1789-3　千歳ステーションプラザ5F 

〒066-0031　千歳市長都駅前3丁目1-31
髙橋整形外科リハビリテーションクリニック

27-1971お電話の上、写真付
履歴書を郵送ください。

期　間▶ 雇用期間の定めなし
時　間▶ ①月火木金/9:00～18:30　※休憩90分 

　水土/9:00～13:00　※残業月10h程度 
②月火水金/9:00～18:30　※休憩90分 
　木土/9:00～13:00　※残業月10h程度

休　日▶ 日曜・祝日、お盆、年末年始、他法人指定日
待　遇▶ 社保完備、交通費3万円まで支給 

試用期間3ヶ月、昇給有、賞与年2回、屋内禁煙

給　与▶ 基本給200,000円 
+職能手当1～20,000円 
=月21～220,000円、他手当有

資　格▶ 看護師又は准看護師資格
勤務先▶ ①髙橋整形外科クリニック 

　/千歳市千代田町7丁目1789-3 
　 千歳ステーションプラザ5F

① 看護師

③ 医療クラーク

② 送迎ドライバー
 《共通項目》

仕　事▶ 診療補助、カルテ入力、レセプト入力等の院長の補
助業務

給　与▶ 基本給145,000～147,000円 
+職能手当15,000～30,000円 
=160,000～177,000円

資　格▶ 医師事務作業補助者の資格保持者優遇
勤務先▶ ①髙橋整形外科クリニック 

　/千歳市千代田町7丁目1789-3 
　 千歳ステーションプラザ5F 
②髙橋整形外科リハビリテーション 
　クリニック/千歳市長都駅前3丁目1-13

仕　事▶ 通所リハビリテーション利用者様の送迎
業務（乗降車時の介助）、簡単な事務作業有

給　与▶時給920～1,000円
資　格▶ 普通自動車免許（AT限定可）
勤務先▶ ①髙橋整形外科クリニック 

　/千歳市千代田町7丁目1789-3 
　 千歳ステーションプラザ5F

増員のため
スタッフ急募!!

職場見学・就職説明会など、随時開催しております。お気軽にお問い合わせください。

千歳 正 看護師、医療クラークパ 送迎

★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▶ 土・日・祝
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

残り若干名!

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!!

土・日・祝 勤務できる方!

急募!!

期　間▶即日～長期
時　間▶ 8:00～17:00の間で1日4～6h程度  

※6h以上で0.5h休憩　※週20h未満 
①残業なし  
②繁忙期残業有 
できるだけ、希望に沿います。ご相談ください。

勤　務▶ 週2～4日　※シフト制、応相談 
※土日のみ勤務も可能

待　遇▶ 労災保険、車通勤可、制服貸与、お肉社内割有、 
交通費規定支給、喫煙スペース有

仕　事▶ ①簡単なお肉のパック詰め  
②お肉のルート配送及び、商品管理

資　格▶ 未経験者OK、WワークOK、 
土日勤務ご協力いただける方歓迎 
②要普通免許要(MT免許の方歓迎)

給　与▶ ①時給940円 ②時給1,000円 
※試用期間2ヶ月/同条件

千歳市上長都 
1041-10

0123-29-5806
株式
会社

アイケー 
コーポレーション

千歳 パ 食肉加工、配送

《共通項目》

すぐに 
働きたい方 
大歓迎!!

お
肉
好
き
な
方

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

生活相談員

《共通項目》
休　日▶週休2日制、年間120日
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通勤可、有給休暇有、賞

与年2回、正/3.4ヶ月、準/2.55ヶ月、退職金制度（共
済会）、扶養、住宅・寒冷地手当、処遇改善手当有(準職
員のみ)、施設内禁煙

勤務先▶ 千歳市大和4丁目2番1号 
（やまとの里デイサービスセンター）

応募
社会福祉法人
千歳福祉会

〒066-0066
千歳市大和4丁目2-1

採用担当/中尾 
（受付/9:30～17:30） 0123-49-6805

デイサービスの 
様子が見られます

千歳

imstagram  yamatods27

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ デイサービス利用者の生活相談全般、介護、送迎、 

計画作成・請求等の業務
資　格▶ 社会福祉士、介護支援専門員、社会福祉主事任用資格

のいずれか必須
時　間▶ 8:00～17:00  

※休憩1h、残業月/0～10h
給　与▶月161,150～194,250円（職務手当5000円込）

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶ デイサービスにて食事の介助、入浴介助、送迎業務、

レクリエーション等
資　格▶ 介護福祉士又は初任者研修修了以上
時　間▶ 8:00～17:00 ※休憩1h、残業月/0～15h
給　与▶月163,250～164,500円

◆ 正職員 /生活相談員

◆ 準職員 /介護員

詳細はHPを 
ご覧ください！

正 生活相談員準 介護員

募
集介護員仕　事▶  スーパーの閉店作業、値札貼り、 

かご整理等
期　間▶ 即日～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 

※休憩、残業なし
勤　務▶火・水・土曜の週3固定
給　与▶時給1,050円
待　遇▶ 社会保険なし、 

交通費規定支給、施設内禁煙
勤務先▶千歳市

♢スーパーの閉店作業 /火水土の週３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応 募

あなたのお仕事探しをお手伝いします♪

出張さがさぽ
3/22( 水 ) 13:00 ～ 17:00
北ガス文化ホール 2F　美術工芸室

千歳 派 閉店作業

事前予約でプレゼントがあります★
当日ご来場が難しい方はご相談ください！

予約なしのご来場も大歓迎！

見学 
できます

時　間▶7:00～16:00 ※実働8h、休憩1h
休　日▶週2日

②清掃/正社員/新千歳空港（千歳市美々）

時　間▶7:00～11:00 ※実働4h
休　日▶週2～4日

③清掃/パート/新千歳空港（千歳市美々）

時　間▶ 7:00～22:00の中で実働7.5h、休憩2h 
7:00～16:30、11:00～20:30、その他有　

休　日▶週2～3日

①カート整理/パート/新千歳空港（千歳市美々）

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ ①空港で使用しているカート整理、 

②・③日常清掃（床・トイレ等）
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶②月給159,500円～、①・③時給920円
待　遇▶ ②社保完備、賞与有、制服貸与、交通費規定支給、

①・③雇用保険（時間による）

《共通項目》

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

千歳 正 パ 清掃

新千歳空港で働こう!!


