
2020 年 11 月 27 日（金） ちゃんと11

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

担当/高倉☎ 24-0800
電話連絡の上､写真付履歴書持参ください｡

勤務先▶�千歳乃湯�えん（千歳市真々地3丁目）
仕　事▶男女脱衣場･浴場内の巡回清掃
資　格▶�車通勤出来る方歓迎、未経験者歓迎
時　間▶�13:30〜21:50の間で4.5h程度
勤　務▶�シフト制/年中無休�

★出勤日数は要相談
給　与▶�時給900円 

※18時以降は時給960円
待　遇▶�労災保険、制服貸与、交通費規定支給

親切・丁寧親切・丁寧に指導します♪に指導します♪
千
歳
乃
湯 

え
ん

浴
場
施
設
の
清
掃
業
務
！

パ 清掃員

給　与▶�①時給870円 ②時給920円
時　間▶�①8:00〜12:00、13:00〜17:00�②18:00〜22:00
勤　務▶週3日〜OK（シフト制）　休　日▶�日曜、祝日、他

①昼清掃 ②夜清掃/我汝会えにわ病院パート

厨房（調理補助）/我汝会えにわ病院
★フルタイム・扶養範囲内選択可

フルタイム

パート
給　与▶�時給900円
時　間▶�5:00〜19:30の間で実働4〜8h　
勤　務▶シフト制（応相談）

給　与▶�時給870円
時　間▶�①8:00〜12:00�②13:00〜17:00�

※①②シフト制（実働4hもしくは8h）
休　日▶�日曜、祝日、他

清掃/恵庭南病院 ★扶養範囲内パート

㈱道央環境センター㈱道央環境センター 恵庭市本町27番地恵庭市本町27番地

☎0123-34-0740応 募

待　遇▶�社保完備（勤務時間による）、賞与年2回、制服貸与、
交通費規定支給、車通勤可、有給休暇有

共通
項目

清掃/ラ･デュース恵み野パート

給　与▶�時給870円
時　間▶8:00〜14:00の間で実働2.5〜5.5h
休　日▶シフト制　※勤務日要相談

パ 下記参照

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
時　間▶�①8:00〜17:00�②7:00〜16:00
勤　務▶週5日程度�※シフト制
給　与▶�時給1,000円
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、社保加入

（勤務による）、残業手当有
勤務先▶千歳市美々、千歳市泉沢

長期安定!!
時給1,000円♪
◆荷物の仕分け

一般労働者派遣事業（派01-300285）
千歳市東雲町
1丁目9-6㈱マグナクルー

電話連絡の上、写真付履歴書をご持参ください。

★随時面接致します
【月〜金曜】9〜18時0120-357-337

080-5729-7602�（土・日曜、祝日）

派 下記参照

毎年恒例！ヤマト運輸の

年末短期アルバイト 充実の
特別手当

最大10,000円
支給!!

千歳市泉沢1007-206
千歳ベース

☎0123-48-3812 担当/越
こしかわ

川

◆宅急便仕分けアルバイト
仕　事▶�ⓐ宅急便などの仕分け�ⓑ運転助手�ⓒ検問などのお仕事
資　格▶�未経験者・フリーター大歓迎、学生歓迎（高校生不可）
給　与▶�表参照
勤　務▶�週3日〜�※応相談
時　間▶�表参照
待　遇▶�送迎バス有、車通勤可（一部交通費支給有）、ヘルメット・安全靴貸与

最後の面接会です！
写真付き履歴書と黒ボールペンだけをお持ちいただき、
お気軽にお越しください♪

開
催
日
時

2021年1月から働ける方も募集中！
※年末募集とは条件が異なります。詳しくはお問い合わせください。

●各回とも開始時間の5分前までに会場へお越しください。 ●日中開催の面接会には千歳駅裏発の送迎バスをご利用いただけます！●千歳ベース10時開催は9:12発のバス、14時開催は13:12発のバスにご乗車ください！

最 終 募 集  千歳
【会場】
千歳ベース

 恵庭
【会場】
恵庭市民会館

末
広
大
通

幼
稚
園

駅
大
通

JR千歳駅
千歳ステーション

プラザ
千歳郵便局

鉄北通

中央大通←札幌 苫小牧→

交番

↓千歳ベース行き送迎バスはこちらから↓12月単月

勤務時間 12月時給 特別手当 送迎ルート
① 16:00〜19:00（休憩なし） 1,100円

1日 
2,000円

12/22〜26
の5日間

千歳（昼）

② 19:30〜23:00（休憩なし） 1,300円 22時以降1,625円
千歳（夜） 恵庭

③ 19:30〜翌4:00（休憩1h） 1,400円 22時以降1,750円

④ 20:00〜24:00（休憩なし）

マイカー通勤⑤ 21:00〜翌1:00（休憩なし） 1,400円 22時以降1,750円

⑥ 21:00〜翌4:00（休憩1h） 1,400円 22時以降1,750円

⑦ 23:00〜翌4:00（休憩1h） 1,400円 22時以降1,750円 千歳（夜） 恵庭

終了しました。終了しました。

ア 宅急便等仕分け作業

11/27（金）、28（土）
11/28（土）16時/18時10時/14時/19時

時　間▶�7:30〜12:30（実働4h）
勤　務▶�週5日
給　与▶�時給886円+職務加給30円 

★日曜・祝日は時給+30円 
※試採用期間4ヶ月/時給861円

水産 ★フルタイム応相談パート

向陽台店

向陽台店

千歳市
白樺2-3

☎28-3511☎28-3511応募 担当/佐藤

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、有給休暇、共済会

共通
項目

レジ兼品出し 

時　間▶17:00〜21:00
勤　務▶�週3〜5日
給　与▶�時給861円

アルバイト

アパ 下記参照

★  学生大歓迎!!
高校生もOK

一緒に一緒に
働きませんか？働きませんか？

《共通項目》
勤　務▶週3日〜�※応相談
待　遇▶�各社保完備（勤務状況による）、車通勤可（無料

駐車場有）、交通費規定支給、作業着貸与、健康
診断（会社負担）

◆日勤
期　間▶長期
給　与▶時給865円
時　間▶�火・水・木・日/9:00〜16:00�

月・金・土/8:30〜16:30�
◆夜勤 ★期間終了後、継続雇用も応相談
期　間▶即日〜翌3月の間で2〜3ヶ月
資　格▶�年末年始勤務できる方
給　与▶時給1,300円
時　間▶�月〜木/23:00〜翌7:00�

金〜日/22:00〜翌7:30�

野菜野菜 カットカットスタッフスタッフ
小さいお子さんがいるスタッフも活躍中！小さいお子さんがいるスタッフも活躍中！
土土日日出勤できる方、大歓迎です♪出勤できる方、大歓迎です♪

未経験者歓迎 扶養内OK

恵庭市北柏木町3丁目恵庭市北柏木町3丁目
160-1（アレフ工場内）160-1（アレフ工場内）㈱エフケー

受付/9〜16時
担当/採用係☎39-5310☎39-5310応募

の

�有給休暇を
取りやすい 
環境です♪

アパ 野菜のカットスタッフ

ケアマネージャー、介護職員、 
看護職員も募集中！

詳しくは「千歳社協」で検索またはお電話ください。

☎42-3133
千歳市新富1-3-5社会福祉法人

千歳市社会福祉協議会 ほっとす

［受付］月〜土/8:45〜17:15
［担当］介護総務係

経験のない方も始められるお仕事です!

給　与▶�月給192,700円 
+賞与年2回(計2ヶ月分)

時　間▶8:45〜17:15（実働7.75h）
資　格▶介護福祉士、要普通免許
勤　務▶�週5日
待　遇▶�交通費規定支給、社会保険等
勤務先▶�祝梅ほっとす�

（千歳市流通3丁目3-16）

募集!
デイサービス生活相談員業務

嘱 生活相談員

生活相談員生活相談員

　　　　　 経験不問!! ★有資格者優遇
　　　　　  朝は契約タクシーでラクラク通勤♪
仕　事▶�新千歳空港関係者の保安検査業務
資　格▶�経験不問
給　与▶�月給170,000〜180,000円 

（残業代含む） 
※資格手当有/10,000円迄

時　間▶�6:00〜14:00、14:00〜22:00、�
他（シフト交替制）�
★6時〜の場合、当社契約タクシー�
　通勤可能なので安心です。

休　日▶�月7〜8日以上
待　遇▶�社保完備（労災加入）、制服貸与、�

車通勤可、正社員登用制度有

北海道東急ビルマネジメント㈱

〒066-0027�千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7�1F
千歳・苫小牧営業所

新千歳空港内新千歳空港内のの
保安検査業務保安検査業務です。です。

契 保安検査業務

☎0123-22-1090
電話連絡の上、後日面接を行います。電話連絡の上、後日面接を行います。

担当/スズキ

北海道クリーン開発㈱ 〒053-0016
苫小牧市寿町2丁目3-14

（池内）応 募

◆スーパーアークス長都店
時　間▶�8:00〜11:00、12:00〜16:00��

※シフト制
勤　務▶�週4日程度
【共通項目】
給　与▶時給861円
資　格▶未経験者歓迎、性別不問
待　遇▶�労災保険、制服貸与、�

交通費規定支給、車通勤可

◆ちとせモール
時　間▶�8:00〜11:30、8:00〜12:00��

※シフト制
勤　務▶�週5日程度

電話連絡の上、写真付履歴書をご持参ください。
面接は勤務先にて行います。委細面談。

ショッピングモールのショッピングモールの
清掃スタッフ清掃スタッフ

未経験者歓迎！！

60歳以上の
方も大歓迎！

パ 清掃

☎0144-33-6323
　080-1970-2531

電話交換パートも同時募集！
 詳細はお問合せください。

設備社員設備社員
募集募集

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

入社後すぐ使える 特別有休制度特別有休制度 ありあり

正社員  設備社員
資　格▶�1級ボイラー技士（実務経験あれば2級ボイ

ラー技士も可）、乙種第4類危険物取扱者�
※電気工事士あれば尚可

給　与▶�月給200,000円〜（諸手当を含む）
時　間▶�①8:30〜17:00�②17:00〜翌8:00�

※①②シフト制
休　日▶�週2日以上
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、制服貸与
勤務先▶�千歳市民病院（千歳市北光2丁目1-1）

資格を
活かそう！

応
募

☎0123-24-☎0123-24-37713771
090-9753-1491

平日

土日祝

正 設備社員

仕　事▶仕　事▶�新車・中古車の洗浄ラインでのシートや��新車・中古車の洗浄ラインでのシートや�
ボディ洗浄、加修作業等ボディ洗浄、加修作業等

勤務先▶�トヨタカローラ札幌㈱総合物流センター
休　日▶�日曜・祝日、他シフト制（月7〜10日）�

★GW・お盆・年末年始の長期連休有�
　（年間所定休日106日）

時　間▶�9:00〜17:00
給　与▶�時給920〜950円 

（月22日勤務の場合、月収141,680円以上可能）
資　格▶�要普通自動車運転免許（運転経験1年以上）
待　遇▶�交通費当社規定支給、社会保険完備、作業服貸与

恵庭市北柏木町3丁目73

まずはお気軽にお電話ください。面接日時をお知らせします。
写真付履歴書をご持参ください。

担当/�佐藤・傳法(デンポウ)
☎0123-47-8000

トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター

担当/マネージャー酒井
☎0123-33-9660

新車 中古車

新車・中古車の洗浄ライン新車・中古車の洗浄ライン
作業スタッフ募集!!作業スタッフ募集!!

★女性・40〜50代も活躍中!!★女性・40〜50代も活躍中!!
★マイカー通勤可能！★マイカー通勤可能！

契 洗浄ライン作業スタッフ

時　間▶�①6:00〜9:00�②6:00〜13:00�
③9:00〜13:00�④9:00〜17:00�
⑤13:00〜17:00�⑥17:00〜21:45�
⑦18:00〜21:45�⑧19:00〜24:00�
⑨21:45〜翌6:00�⑩21:45〜翌3:00

給　与▶�[6:00〜9:00]時給900円�
[9:00〜22:00]時給870円 
[22:00〜翌5:00]時給1,088円

資　格▶�高校生・主婦・フリーター・Wワーク歓迎�
期　間▶�長期、1年以内、3ヶ月のお試し有�

働く期間をご相談ください。
勤　務▶�週2日〜�※応相談
待　遇▶制服貸与、車通勤可
応　募▶まずはお電話ください。面接時履歴書不要です。�

〒066-0039�千歳市富士4丁目18-8
千歳富士4丁目店

☎0123-27-4711担当/橋本

学生さん大歓迎!!
まずはまずは

お試し♪お試し♪
アルバイトデビューは
コンビニから！

時時
給給

深夜は…深夜は…

11,,088088円円!!!!

アパ 店内業務全般

募集
介護介護スタッフスタッフ調理調理スタッフスタッフ

資　格▶�無資格OK、ブランクがある方も歓迎、�
土日勤務できる方歓迎、介護職員初任者
研修修了（旧ヘルパー2級）あれば尚可

共通
項目

◆介護スタッフ（2名募集）
時　間▶�9:00〜18:00（短時間勤務応相談）
勤　務▶週3〜5日
給　与▶�時給880円〜  

※試用期間3ヶ月/時給865円 
※資格手当・夜勤手当別途支給

待　遇▶�雇用保険、交通費規定支給、社員登用制度有
勤務先▶�憩の郷または笑顔の郷

小規模多機能型事業所いこいのさと憩の郷
認知症対応型共同生活介護事業グループ

ホーム 笑顔の郷

〒066-0073
千歳市北斗4丁目5番6号

電話連絡の上、写真付履歴書をご持参または郵送ください。

☎26-5300

◆調理スタッフ
時　間▶�①9:00〜13:00�②9:00〜15:00�※応相談
勤　務▶�応相談　　　　����給　与▶�時給880円
待　遇▶�雇用保険、交通費規定支給
勤務先▶�憩の郷

パ 下記参照




