
2021 年 3 月 12 日（金） ちゃんと13

☎0123-24-3771応募 （平日のみ）

�入社後すぐに使える�入社後すぐに使える特別有休制度特別有休制度あり!!あり!!

清掃スタッフ清掃スタッフ
未経験者大歓迎 男女共に活躍中!!

給　与▶時給870円〜
時　間▶�①8:00〜12:30　②12:30〜17:00�

※実働4h
勤　務▶週3日〜（応相談）
待　遇▶�週20時間以上勤務は雇用保険加入、�

交通費規定支給、制服貸与

パート

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

フレスポ恵み野（恵庭市恵み野里美）

パ 清掃

見学だけでもOK! !

給　与▶�①日給1万5,010円　②日給1万3,430円
仕　事▶�ご利用者の日常生活支援�

※千歳市桂木方面（直行直帰）
資　格▶�未経験者歓迎、無資格者も応募可能�

（1からできるまで親切に教えます。）、�
資格取得のための研修費用全額補助

時　間▶�①22:00〜翌7:30（実働6h、仮眠・待機・休憩3.5h)�
②9:30〜18:00(実働6h、待機・休憩2.5h)

勤　務▶�①②をシフト交代制（週20h以内）、応相談
休　日▶週3日以上、応相談�
待　遇▶�有給休暇法定通り付与、交通費全額支給、�

社保完備（勤務による）、マイカー通勤可（無料駐車場有）

千歳市みどり台北2丁目11-11

【受付/8〜20時】応募 ☎050-5897-7068
一般社団法人 HK ちとせ24

無資格
未経験者
歓迎!

1万5,0101万5,010円!円!  高収入高収入日
給❶
1万3,4301万3,430円!円!  厚待遇厚待遇日

給❷
緊急
募集

ア 日常生活支援

清掃員清掃員
募集!!募集!!

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､写真付履歴書をお持ちください｡

勤務先▶北陽幼稚園/千歳市北陽8丁目2-8
仕　事▶施設内の清掃
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給900円
時　間▶12:00〜16:00�※実働4h
勤　務▶月10日程度　�
休　日▶土日祝、シフト制
待　遇▶労災保険、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可

未経験者未経験者
歓迎!歓迎!

急募!!急募!!
★働きやすい好環境です♪

★★

★★

パ 清掃

仕　事▶�土木現場での作業
給　与▶�月給250,000〜320,000円
資　格▶�要普通免許、経験者優遇、未経験者歓迎
時　間▶�8:00〜17:00
休　日▶�日曜日、その他
待　遇▶�各社保完備、制服貸与、�

資格取得支援制度有
勤務先▶�千歳市近郊

土木作業 正社員募集!

千歳市みどり台
北1丁目4番6号

【受付/9〜17時】
担当/桜井

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-4195
㈱ヒロトミ建設

正 土木作業員

☎0144-35-0563

苫小牧市表町5丁目5-1�王子不動産ビル1F
太平ビルサービス㈱苫小牧営業所

担当/屋敷
大友応 募

期 キャンプ場施設の管理と運営

期　間▶4月頃〜10月末頃まで　　
資　格▶��自力通勤できる方
時　間▶�①9:00〜翌9:00（実働11h程）�

②9:00〜18:30（実働8h程）�※基本①②シフト制
勤　務▶週2〜3日（シフト制）
給　与▶�①日額10,575円(時間外含む) 

②日額7,200円
待　遇▶�交通費規定支給、他当社規定による

定年後の方
も歓迎!!

美 笛 キ ャ ン プ 場
ス タ ッ フ 募 集 ！

いよいよ いよいよ 
スタート!スタート!

㈱ラルズ  札幌市中央区南13条西11丁目2-32
●制服貸与  ●交通費規定支給  ●車通勤可

◆水産 ★お寿司・惣菜製造のお手伝いです。
給　与▶�［一般］時給907円 

［学生］時給871円
時　間▶8:00〜13:00�※8:00〜16:00も可

◆品出し ★土・日出勤できる方限定
給　与▶�［一般］時給874円　 

［学生］時給871円
時　間▶�8:30〜13:00

◆レジ ★勤務日数応相談
給　与▶�［一般］時給900〜950円 

※17:00以降の勤務は950円 
［学生］時給871円

時　間▶�10:00〜14:00、14:00〜18:00、17:00〜21:00

◆デリカ ★勤務日数応相談
給　与▶�［一般］時給909円　 

［学生］時給871円
時　間▶�①8:00〜13:00�②13:00〜17:00

応募 ☎26-6660 [担当]店長

千歳市日の出1丁目1-66
千歳店 スタッフ募集!スタッフ募集!

web応募

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

アパ 下記参照

資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許（AT限定可)、�
59歳以下（定年雇用止めの為）

給　与▶時給1,000円
時　間▶�9:00〜18:00の間で4〜7h��

★フルタイム歓迎�
例/�9:00〜15:00（休憩45分）�
13:00〜18:00（休憩45分）

勤　務▶週3〜5日�※シフト制
休　日▶年末年始、夏季休暇、GW
待　遇▶�労災保険、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与
勤務先▶千歳市北信濃�

http://ik-g.net/nkc/
札幌市手稲区曙6条3丁目1-29担当/杉本

まずはお気軽にお電話ください。千歳での面接OK！出張面接いたします。

☎011-686-2857
080-4501-6051

㈱北関東クリーン社

アルバイト・パート募集

経験不問!!
男女ともに
活躍できる職場です。

アパ 工場内作業
 ディーラー店舗工場にて、 
新車の洗車、ボディコーティング

時給時給11‚‚000000円円正社員登用
制度アリ！

ていねいな指導でていねいな指導で未経験者未経験者もも安心安心して取り組めます。して取り組めます。

不動産の賃貸、売買物件のご紹介、ご案内、契約や
借家・アパート等を管理するお仕事です。

営業
スタッフ募集!

正社員

資　格▶�高卒以上、要普通免許（AT限定可）、未経験者歓迎、�
不動産業経験者優遇

給　与▶ 月給175,000〜300,000円　�
※手当含む　※経験･年齢を考慮

時　間▶�平日/9:00〜18:00　�
土曜/9:00〜15:00　※残業有

休　日▶�日曜・祝日・土曜月2回、夏季休暇、年末年始休暇他
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、各社保完備、昇給・賞与

有、社有車有、家族・住宅・燃料・役職・資格・残業手当
勤務先▶�①ピタットハウス千歳店�

　（千歳市千代田町5丁目5-1）�
②ピタットハウス恵庭店（恵庭市緑町2丁目3-10）

写真付履歴書をご郵送ください。書類選考の上、面接日ご連絡します。

〒066-0062 千歳市千代田町5丁目5-1

☎0123-26-6677 担当/安住

ピタットハウス千歳店

正 営業

千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F㈱アスクゲートノース 当社は「社団法人�日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号�派01-300587

給　与▶�時給950円 
+深夜手当+交通費規定支給

時　間▶15:30〜翌0:15(実働8h)�
資　格▶自力通勤可能な方
休　日▶�土日　

給　与▶�時給900円〜
時　間▶�9:00〜16:00（実働6h）
休　日▶�工場カレンダーによる�

※勤務日数相談可

給　与▶�時給1,000円〜
時　間▶�9:00〜21:00の間で�

実働7h
休　日▶�シフト制

【千歳市】プラスチック製品の製造

★事前の見学可能!

【北広島市】デザートの製造

★出勤日数の相談可能!
★職場の入社前見学可能!

【千歳市】花苗の水やり・接客

★4月〜5月末の短期! ※延長の可能性有
★扶養内での就業可能!

時給950円 時給900円〜時給1,000円〜短期 長期 長期

アスクゲートノース

オススメ! 求人求人33件ご紹介!!件ご紹介!!

24時間受付OK！ お気軽にお電話ください。

0120-172-6420120-172-642 ★ご自宅近くまで出張登録可能!
※新型コロナウイルス感染予防対策を徹底しております。

ご自宅近くからご自宅近くから
職場まで送迎有!職場まで送迎有!

派 花苗の水やり・接客、プラスチック製品の製造、デザートの製造

こんなこんな
資格資格

あった
んだ！

あった
んだ！

知って知って
トクトクす

るする

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。

介護食コーディネーター

体にも心にも体にも心にも優しい食事！優しい食事！

皆勤賞皆勤賞あり！あり！

1ヶ月休まずがんばろう！1ヶ月休まずがんばろう！

短期OK年齢不問
★ 他の配布地域もございます。 

詳しくはお電話でご相談ください！

仕　事▶�生活情報紙「ちゃんと」の�
折込・配布

資　格▶�年齢不問（健康な方）��
★短期もOK

給　与▶�1部配布7.5円〜 
（ページ数により変動あり） 
＋チラシ折込手当 
＋増ページ手当 
+皆勤賞

勤　務▶�毎週木・金曜（週1〜2日）
時　間▶�木曜/5:00〜19:00　�

金曜/5:00〜18:00�
の間で実働1〜3h位�
（配布場所による）

配布員募集
みどり台南２丁目

稲穂２丁目

幸福１･２･３丁目

真々地１丁目

若草2丁目

恵み野東５丁目

恵み野西6丁目左下側

中島町４丁目左側

美咲野5･6丁目

駒場町5･6丁目

千歳市 恵庭市

千歳市北斗4丁目
13番20号 ☎0123-27-0911応募■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

密じゃ
ないよ♪

自分の
ペースで
仕事が
出来るよ

委 ポスティングスタッフ

まずはお気軽にお電話ください。担当/佐藤

☎0123-21-2111☎0123-21-2111

新千歳カントリークラブ
全国145コースを運営するPGMグループです。

〒066-0005　千歳市協和1392番地

《共通項目》
期　間▶�4月1日〜11月下旬
資　格▶18歳以上、車通勤できる方
休　日▶�［フルタイム］月6〜7日�

［パート］月12〜14日
待　遇▶�社保完備（フルタイムのみ）、交通費規

定支給、有給休暇制度、社員食堂有、
PGMグループゴルフプレー優待制度

新千歳カントリークラブ新千歳カントリークラブ

整備兼ポーター
ポーター

コース管理 スタッフスタッフ募集!募集!

勤務時間は季節により変動があります。 
詳細は面接の際にお尋ねください。

フルタイム

仕　事▶�乗用カートの整備（オイル交換等）
および、ゴルフバッグの�
積み込み･積み降ろし

給　与▶�時給900円
時　間▶�①6:00〜15:00（休憩1h）�

②10:00〜19:00（休憩1h）

乗用カート整備兼ポーター

フルタイム

仕　事▶コース内の整備作業
給　与▶�時給1,000円
時　間▶�平日/6:00〜15:30（休憩1.5h）�

土日祝/5:30〜15:00（休憩1.5h）

コース管理

フルタイム
パート

仕　事▶�ゴルフバッグの積み込み・�
積み降ろし

給　与▶�時給870円
時　間▶�①6:00〜15:00（休憩1h）�

②10:00〜19:00（休憩1h）

ポーター
全国のＰＧＭグループゴルフ場での優待プレー制度あり！プライベートのプレー環境が充実します♪

契約社員契約社員
登用制度登用制度
ありあり

パ ポーター、乗用カート整備兼ポーター、コース管理

◆札幌工場（恵庭市戸磯47-7）
資　格▶�未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶�9:00〜18:00、10:00〜19:00、11:00〜20:00、�

20:00〜翌5:00、22:00〜翌7:00��
※休憩1h�★まずは、ご希望を伺います。

給　与▶�時給870円〜＋交通費規定支給  
※22〜翌5時/深夜割増有

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

◆恵庭工場（恵庭市恵南1番地）
資　格▶�未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶�12:00〜21:00��

※休憩1h
給　与▶時給870円〜+交通費規定支給
休　日▶�土・日曜��

※他2ヶ月に1回工場指定の休日有
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

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!!スタッフ募集!!パン製造パン製造

土日
休み

株式会社エフビーエス〒061-1405
恵庭市戸磯47-7

〒061-1411
恵庭市恵南1番地

恵庭工場札幌工場

まずはお気軽にお電話ください。 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

受付/9〜17時�
担当/大松

札幌
工場

恵庭
工場☎31-0900 ☎34-6866

パ パン製造スタッフ


	13_q05

