
2023年3月31日（金） ちゃんと11

愛知県小牧市 
高根1丁目200番地

https://www.aiko-medical.co.jp日清医療食品グループ
080-4610-1432

㍿アイコーメディカル

電話受付/ 月～金（祝日除く）
(採用係) 9:30～17:00

期　間▶ 試用期間3ヶ月終了後は毎年度末更新 
（60歳以上は半年更新）

仕　事▶ 幼稚園内厨房での調理・盛付け・配膳・片付けなど
資　格▶ 調理師・栄養士免許お持ちの方歓迎 

※必須ではありません
時　間▶ 8:30～16:30（休憩有） ※応相談 ※残業なし
給　与▶ 時給930円(試用期間3ヶ月は時給920円)
休　日▶土・日・祝日 ※週5日勤務
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、食事補助、 

社会保険加入、敷地内禁煙
勤務先▶恵庭市 ※面接は現地にて行います。

調理補助パート 急募!
恵庭 パ 調理補助

様々な年代の方が活躍しています♪

北日本環境開発株式会社
〒053-0022　苫小牧市表町3丁目1-12

0144-32-5939
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

◆食肉加工スタッフ
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 工場内での食肉加工 

◇家畜の処理 ◇枝肉入出庫業務
資　格▶ マイカー通勤の出来る方
給　与▶ 時給1,200円～ 

★月収例/190,000円以上（月22日勤務計算の場合）
時　間▶ 8:30～17:00(実働7.5h、土曜は5.5h勤務） 

残業/月0～30h程度※職種による
休　日▶ 日曜･祝日、土曜隔週休み ※その他会社指定日有
待　遇▶ 各種社会保険完備、交通費規定支給、 

制服貸与、敷地内に喫煙スペース有
勤務先▶ 安平町遠浅（千歳・恵庭からも通勤可能です。）

★未経験者歓迎！ 丁寧に指導します。
★日曜・祝日、土曜隔週休み

正社員募集!!
工場内作業員

安平 正 工場内作業員（食肉加工）

期　間▶ 正/雇用期間の定めなし 
パ/1年毎の更新制　※原則更新

仕　事▶ 発達に遅れのある子どもたちの支援をするお仕
事です。

資　格▶ 保育士、サービス管理責任者、児童指導員の何れ
か、保育等の学校の新卒者も応募可、無資格でも
応募可能

給　与▶ 正/月180,000～220,000円 
無資格者/月170,000円～ 
パ/時給920円

時　間▶ 9:00～18:00　※休憩1h、残業なし 
※パートは応相談

休　日▶ 月8日　シフト制 
※パートは勤務日数応相談

待　遇▶ 交通費規定支給、試用期間有、車通勤可 
【正社員】各社保完備、昇給・賞与有、扶養・処遇改
善・職能手当支給、資格取得支援制度有、施設内
禁煙

勤務先▶ えにわくらぶ（恵庭市恵み野北6-2-1） 
第二ちとせくらぶ（千歳市みどり台北1-7-1） 
ここち（千歳市末広5-8-1）
まずはお気軽にお電話ください。

千歳市みどり台北1-7-1（株）椿の会
080-3005-4544担当/ヤマザキ

受付/9～18時

児童指導員急募!
千歳・恵庭 正 パ 児童指導員

売上好調につき店舗スタッフ増員決定!!

千歳 ア パ 店内業務

〈共通項目〉
期　間▶長期（1年毎に更新）
資　格▶年齢・学歴・経験不問
勤　務▶  週3～5日　※シフト制、日数・曜日応相談
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、制服等貸与、空港内喫煙室有

千歳市美々987番地22

北海道空港 株式会社 まずはお気軽にお電話ください。

仕　事▶ 免税店、国内線店舗でのレジ接客業務、 
品出し業務

資　格▶英語やその他外国語を話せる方歓迎
給　与▶時給1,150円
時　間▶ 7:30～20:00の間で実働5～7h 

例/ ①7:30～15:30　 
②9:00～17:00等　 
※国際線のフライト状況により変動有

勤務先▶ 新千歳空港国際線店舗及び 
国内線店舗（北海道本舗 総合土産店等）

担当/影山0123-46-5118[応募連絡先]

仕　事▶ お菓子や農水産品、お酒などを取り扱うお店
でのレジ、商品補充、陳列、接客など

給　与▶時給1,000円
時　間▶ 7:00～20:40の間で実働5～7h、シフト制 

※休憩1h、繁忙期は延長の場合有 
例/ ①7:00～15:00　 
②9:00～17:00
③12:40～20:40等

勤務先▶ 北海道本舗 総合土産店 
（国内線ターミナルビル2F）

新千歳空港で働いてみませんか？

 
 

 

＼仕事探すなら／

札幌市北区北22条
西6丁目1番3号セーフティガード警備㈱

011-727-3929応
募

採用係
※応募先・面接は札幌の会社で行います。

積極 
採用中!

千歳 ア パ 施設警備

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 試験場に来場する来客者・業社様に対する 

受付対応、監視カメラでの監視等
資　格▶ 車通勤可能な方
給　与▶ 時給1,100円～
時　間▶ 6:00～9:00(実働3h） ※残業なし 

16:30～19:00(実働2.5h） ※残業なし
休　日▶ 日・祝
待　遇▶ 社会保険完備、有給休暇、制服貸与、交通費規

定支給、各種手当別途支給、受動喫煙対策有
勤務先▶ 千歳市駒里1032

60・70歳代のお元気な方
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶接客、販売、レジ、品出しなど
資　格▶ 未経験者歓迎、簡単なPC操作が出来る方
給　与▶ 時給930円 ※試用期間2ヶ月/時給920円
時　間▶ ①9:45～18:45(実働8h) 

②10:15～19:15(実働8h)  
③9:45～16:45(実働6h)　 
④12:15～19:15(実働6h)   
※①～④のシフト制 
※休憩1h、残業なし

勤　務▶ 週2日～ 
待　遇▶ 交通費規定支給、施設内分煙

千歳市美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル2F

まずは、お電話ください。 （面接は新千歳空港で行います。）

080-1862-8144
アイヌ工芸品店 アイヌモシリ２４K

【受付/11:00～17:00】
担当/岡田

千歳 ア パ 店内業務
接客・販売スタッフ急募!!

アイヌ文化に
興味がある方

歓迎!!

扶養範囲内勤務も可!

期　間▶ 即日～2ヶ月or3ヶ月毎の更新（通年）
勤務先▶ 千歳市北信濃 

（バス停/自由ヶ丘1丁目から徒歩3分）
仕　事▶ 発泡スチロール製品の梱包業務
資　格▶ 未経験大歓迎
給　与▶ 時給1,100～1,250円
時　間▶ 【日勤】8:30～17:30（休憩1h） 

【夜勤】20:00～翌8:30（休憩3h） 
※残業なし 
※希望時間お選びください。

休　日▶ 土・日
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、 

受動喫煙対策有

㈱ヒューマンジャパン 札幌営業所
札幌市中央区南1条西11丁目327シティセンタービル6階

労働者派遣業（派01-300429） 　　有料職業紹介事業（01-ユ-300211）

011-827-1315
080-8510-9384 （むかいやち） 受付/9～18時

★20～60代の男女が活躍中 ★20～60代の男女が活躍中
梱包業務

食品工場内での加工作業

①レストラン接客 ②調理補助 or 調理師

お仕事探しは
千歳・恵庭・他 派 加工、梱包、接客、調理補助・調理師

期　間▶即日～3ヶ月毎の更新（通年）
勤務先▶ 恵庭市戸磯
仕　事▶ 食品工場内での加工作業（難しい作業では

ありません。） ※洗浄・皮むき・芽取り・具
材混ぜ・パン粉搬入など

資　格▶ 未経験者大歓迎
給　与▶ 時給1,000円
時　間▶ 17：00～22：00（実働5h） 

※時間外労働有（月平均15h程度）
休　日▶ 週休2日、シフト制
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可（駐車場無料）、

制服貸与、WワークOK、受動喫煙対策有、
送迎有（要相談）

★50～70代の男女が活躍中

期　間▶ 即日～3ヶ月毎の更新（通年）
勤務先▶ 支笏湖温泉又は定山渓温泉
仕　事▶ 温泉ホテルでの 

①レストラン接客 ②調理補助or調理師
資　格▶ 未経験者・経験者ともに歓迎
給　与▶ ①時給/1,050～1,100円 

②時給/1,050～1,150円
時　間▶  ①6:00～22:00（実働8h、シフト制） 

②5:00～22:00（実働8h、シフト制） 
※中抜け休憩対応、残業なし 
※時間要相談

休　日▶ 週休2日、シフト制 
待　遇▶ 交通費規定支給（15,000円/月）、車通勤可（駐車場

無料）、制服貸与、社宅有（独身・夫婦）、寮費・食事1～
2食無料（光熱費のみ自己負担）、受動喫煙対策有

ヒューマンジャパンに
お任せ !!

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▶ 1年毎の更新(毎年3月末更新)
勤務先▶ JR新千歳空港駅
仕　事▶ 駅舎内全般の清掃（男女・バリアフリー

トイレ含む）、ゴミの収集・分別、他
時　間▶ ⓐ8:50～12:50 ※実働4h 

ⓑ12:50～19:50 ※実働6h、休憩1h 
Ⓒ8:50～16:50 ※実働7h、休憩1h 
※ⓐ～Ⓒシフト制 
※残業の場合有（0.5h程度/月）

給　与▶ 時給930円 ※試用期間3ヶ月有（同条件）
勤　務▶4週6休 ※シフト制、応相談
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇、交通費規定支

給、制服貸与、駅舎内禁煙
お電話の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。担当/安藤

北海道クリーン・システム㈱ 札幌鉄道支店 空港営業所
千歳市美々JR新千歳空港駅舎内■JR北海道グループ

0123-45-7160 080-2877-3015

駅舎清掃
スタッフ募集!
★女性活躍中! ★勤務先多数!

千歳 パ 清掃

〒066-0034 千歳市富丘1丁目618-6  
医療法人社団 豊友会 千歳豊友会病院 人事担当宛

24-4191
◎電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。 

（医）豊友会  

千歳豊友会病院
C h i t o s e  H o u y u k a i  H o s p i t a l

《共通項目》
期　間▶長期 
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、 

受動喫煙対策有（施設内禁煙）

こちらでも
応募可能
です▼

千歳
薬剤師助手 パート

施設員 準職員
仕　事▶  病院内の施設・設備管理全般
資　格▶ 要普通免許（AT限定可）、大型特殊免許、 

危険物第二類、四類あれば尚可、 
18歳以上（深夜勤務があるため）

給　与▶日給9,500円　宿直１回/16,000円
時　間▶ ①8:45～17:30　②17:30～翌8:45(月5回程度） 

※休憩1h、残業なし
休　日▶週休2日+祝日　※シフト制

仕　事▶ 薬剤師の補助業務
資　格▶  高卒以上
給　与▶ 時給920円
時　間▶ 月・火・木・金/8:45～17:30 

水・土/8:45～12:45 
※休憩1h、残業なし

休　日▶日・祝

パ 薬剤師助手準 施設員

O P E N間近 ! ! スタッフ追加募集!

千歳カントリークラブ
〒066-0005 千歳市協和814 http://www.chitosecc.jp/

期　間▶ 4月1日～11月30日 
勤　務▶ シフト制
資　格▶ 年齢不問、未経験者歓迎、経験者優遇、

車通勤できる方
待　遇▶ 各種社会保険完備、制服貸与、車通勤

可（交通費規定支給）、受動喫煙対策有

共
通
項
目

0123-21-2301
電話連絡の上、写真付履歴書をご用意ください。
委細面談にて。 受付/平日 9時～16時

◆スタート業務［アルバイト］
時　間▶ 5:30～18:30の間で実働8h 

※休憩1h、残業月10h程度
給　与▶ 時給1,000円～
休　日▶ 月8～9日

◆レストラン［アルバイト］
時　間▶ 9:30～15:30の間で実働4～6h 

※残業月10h程度
給　与▶ 時給1,000円～
休　日▶ 月10日

◆調理師［期間社員］
時　間▶ 6:30～17:00の間で週40h 

※休憩1h、残業月10h程度
給　与▶時給1,300～1,500円
休　日▶月5～7日

◆コース管理［期間社員］
時　間▶ 5:00～17:00の間で実働8h 

※休憩1h、残業月10h程度
給　与▶ 経験者/時給1,100～1,200円 

未経験者/時給1,000円～
休　日▶ 月6～8日

◆清掃［アルバイト］
時　間▶ 5:30～18:00の間で4～8h 

※6h以上勤務で休憩1h、残業月10h程度
給　与▶時給1,000円～
休　日▶月8～10日

千歳 期 コース管理、調理師ア スタート業務、清掃、レストラン

平日のみの勤務可! 
(アルバイト)


