
2021 年 4 月 9 日（金）ちゃんと 10

仕　事▶��病院の夜間受付業務
期　間▶有期契約（6ヶ月）�※更新有
給　与▶��時給900円 ※22時〜翌5時は深夜割増有�
時　間▶�①17:15〜翌8:45（実働8.5h）�

②8:45〜17:15（実働7.5h）�
③17:15〜翌11:45（実働11.5h）�
④20:15〜翌8:45（実働6.5h）�
⑤8:45〜翌8:45（実働14.5h）

勤　務▶�週2〜3回、シフト制
待　遇▶�労災・雇用保険加入、車通勤可（無料駐車場有）�
勤務先▶�千歳市東雲町1丁目11番

札幌市中央区南1条
西7丁目12�都市ビル2F�

☎011-271-5038
北光管理サービス

【受付/平日9〜18時】��担当/小松
株式
会社

未経験者歓迎!未経験者歓迎!

面接は現地
で行います。

千歳 パ 病院の夜間受付

まずはお電話のうえ、写真付
履歴書をお持ちください。

勤務先▶�千歳市
仕　事▶�大手企業3社の配達（1日60〜100件程）
資　格▶�要普免(AT限定可)、年齢不問
給　与▶月給250,000〜300,000円
時　間▶��8:00〜20:00�※実働8h
休　日▶�月4〜6日
待　遇▶�業務時車貸与、車通勤可、制服貸与、研修有
★独立開業したい方もお気軽にご相談ください！

宅配ドライバー宅配ドライバー

千歳市高台5丁目1-5

☎23-0501
㈲M.D.N.TRANS

月給25〜30万円!!

5人5人
募集募集

千歳 他 宅配ドライバー

� 男女ともに活躍中!

(株)東洋実業 恵庭営業所
恵庭市黄金中央1丁目13-11��クレール黄金1F

応募 ☎33-8225 ［担当］
採用係

◆施設警備/車両の入出庫受付、簡単なPC操作有
時　間▶�①9:00〜18:00�②18:00〜翌9:00�

③9:00〜翌9:00�※シフト制
勤　務▶�月14日程度
給　与▶�月給170,000円以上
待　遇▶�社会保険完備、有給休暇、制服貸与、交通費規定支給
勤務先▶千歳市泉沢/TAA北海道会場

170170,,000000円円月月
給給

以上!!以上!!

千歳 契 施設警備員

勤務先▶�JR島松駅〜JR恵庭駅、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▶�現場による�

例/JR新千歳空港駅の場合�
　�①8:50〜12:50（実働4h）�
　�②12:50〜19:50（実働6h、休憩1h）�※シフト制

給　与▶時給875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
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

駅舎清掃駅舎清掃スタッフスタッフ
募集!募集!★女性活躍中!★女性活躍中! ★勤務先多数!★勤務先多数!

千歳・恵庭 パ 清掃

仕　事▶�倉庫内でのフォークリフト作業
資　格▶�深夜勤務があるため18歳以上、

高卒以上、フォークリフト免許�
※フォークリフト経験あれば尚可

給　与▶月172,200〜195,300円+各種手当有
時　間▶�8:00〜16:30、20:30〜翌5:00
休　日▶�シフト制、会社カレンダーによる��

※年間休日115日
待　遇▶�各社保完備、昇給有（年1回）、賞与有（年2回）、�

交通費支給、車通勤可、制服貸与、時間外勤務手当、深夜
勤務手当、交替制勤務手当、次世代育成手当（条件有）

フォークリフト作業員募集!正社員登用制度有フォークリフト作業員募集!正社員登用制度有

〒066-0075 千歳市北信濃857

 写真付履歴書を送付してください。 http://www.toyo-mebius.com

☎24-2030

東洋製罐グループ企業で働きませんか?東洋製罐グループ企業で働きませんか?

千歳 契 フォークリフト作業員

お客様に喜びを届ける
お仕事です。

20名20名
程度程度

期　間▶�4月初旬〜�※長期、短期（〜5月20日）どちらも募集��
※開始・終了期間は応相談

仕　事▶�①通販の電話対応�②注文入力事務�③通販のメール対応
資　格▶�不問、Word・Excel経験者歓迎
給　与▶�時給900円

電話･FAX･メール
を使ったお仕事です。

●まずはお気軽にお電話ください。 

☎0123-48-2800☎0123-48-2800

初 心 者 大 歓 迎 ! !初 心 者 大 歓 迎 ! !

ケイシイシイ株式
会社 千歳市泉沢1007-111

ダイレクトマーケティング部

●フルタイム・長期勤務可能な方歓迎
●開始・終了時期はご相談に応じます。組織拡大に向け 大型増員

時　間▶�9:00〜18:00の間でシフト制、応相談
休　日▶�月9〜10日�※時期により変動有
勤　務▶�週3〜5日
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、送迎有（千歳駅）
【受付/9～17時 担当/吉田】

千歳駅から
送迎有!

千歳 ア パ 受注･問い合わせ対応事務

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▶�即日〜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

パート

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

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

契約社員契約社員
登用制度登用制度

ありあり

3/27㈯  OPENしました。

千歳 パ ポーター、乗用カート整備兼ポーター、コース管理

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
時　間▶�①8：30〜17：30�

②12:00〜21:00
期　間▶長期
休　日▶工場カレンダーによる

★ライン経験者歓迎!!

【千歳市】洋菓子製造

時給950円長期

仕　事▶園芸コーナーでの接客・レジ
給　与▶�時給1,000円
時　間▶�8:00〜21:00の間で実働7h
期　間▶5月上旬〜
休　日▶シフト制（週休2日）

★接客経験者歓迎!!

【千歳市・恵庭市】接客・レジ

時給1,000円5月上旬〜

給　与▶�時給900円
時　間▶�9:00〜16:00
期　間▶即日〜長期
休　日▶シフト制（週休2日）

★扶養内OK!

【北広島市】デザート製造

時給900円即日～長期

アスクゲートノースアスクゲートノースオススメ!オススメ!求人求人紹介!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!

千歳・恵庭・他 派 洋菓子製造、接客・レジ、デザート製造

千歳 ア パ 販売スタッフ

北海道育ちのチーズ・ワインを
はじめとした逸品がたくさん！
おしゃれなセレクトショップ♪
試食・テイスティングできます！

販売スタッフ
仕　事▶�北海道産ワイン・チーズ等の販売�

（商品の販売・補充・レジ・発送の受付等）
資　格▶�未経験者・経験者共に歓迎
給　与▶�時給900円〜 

※試用期間3ヶ月/時給870円
時　間▶�7:30〜16:00、12:00〜20:30
休　日▶��月8〜10日以上�★希望に応じます！
待　遇▶��各社保完備、交通費規定支給、車通勤可�

（駐車場代補助有）、制服貸与、昇給有、�
有給休暇、館内社員割引有

勤務先▶�Wine&Cheese�北海道興農社�
（新千歳空港国内線ターミナルビル2F）千歳市美々�新千歳空港国内線ターミナルビル2F

Wine&Cheese 北海道興農社

販売スタッフ販売スタッフ募集！募集！
経験者・未経験者ともに歓迎！

☎0145-26-2800
担当/田仲・笠井　【受付】平日�9:00〜17:30

まずは、お気軽にお電話ください。
面接は勤務先で行います。

皆勤賞あり！1ヶ月休まず
がんばろう！

短期OK年齢不問

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）

★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！

配布員募集

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

恵み野東5丁目

恵み野西4丁目

恵み野西6丁目

恵み野里美2丁目

中島町4丁目

黄金南1丁目

美咲野3･4丁目

駒場町5･6丁目

富丘4丁目

住吉１丁目

豊里2丁目

新富1丁目

春日町2丁目

大和1丁目

真々地1丁目

白樺5丁目

恵庭市千歳市
千歳・恵庭 委 ポスティングスタッフ

■総合施設管理

千歳市美々新千歳空港内�ターミナル�アネックスビル2F
千歳支店

受付/9〜17時
※日・祝を除く

日興美装工業㈱

まずはお電話の上、面接の際に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-1171☎0123-22-1171

千歳 ア パ 清掃

◆新富1丁目3-5 
時　間▶16:00〜19:00（3h）
◆流通3丁目
時　間▶16:00〜18:30（2.5h）
《共通項目》
給　与▶時給865円
勤　務▶週2日
休　日▶日曜日
待　遇▶交通費規定支給

清 掃スタッフ募 集中!!清 掃スタッフ募 集中!!

千歳市青葉5丁目6-10

20〜50代、幅広い年代層が元気に活躍中!
勤務日数応相談!

ホテル サブリナホテル サブリナ

客室清掃・備品補充スタッフ募集!

お気軽に
お電話ください♪☎26-7730

◆客室清掃・備品補充等
給　与▶�時給870円 ★昇給有
時　間▶�【早番】土日/8:00〜17:00�

　　　祝日/9:00〜17:00�
【遅番】平日/18:00〜24:00�
　　　土日祝/17:00〜24:00

勤　務▶�【早番】土、日、祝�
【遅番】月、水、金、土、日、祝

待　遇▶�車通勤可、エプロン貸与、労災保険有、昇給有、�
雇用保険有（条件有）

千歳 パ 清掃

すぐに働けます! まずはお電話ください。

クリーニング クリーニング 
スタッフ募集!スタッフ募集!

■病院・施設関係のリネン類のクリーニング業

千歳市泉沢1007-207 ☎0123-28-3771㈱北海道シルバーサービス 千歳工場

待　遇▶�送迎有(千歳市内のみ、応相談）、社保完備、車通勤OK、�
交通費規定支給、昇給有、社員登用有、試用期間有

小〜大型の洗濯乾燥機の操作と関連業務全般を行います。
時　間▶�7:00〜19:00の間で実働6〜8h
勤　務▶�週4〜5日で応相談（土･日曜休み）�
給　与▶時給861円〜

洗濯乾燥担当スタッフ

社員希望大歓迎!! 安定して働けます♪
子育てママ応援中!! 勤務時間調整OK♪送迎有!

クリーニング品仕上げスタッフ
時　間▶�基本8:00〜17:00の間で実働6〜8h�

※応相談�（例/9:00〜15:00、10:00〜17:00等）
勤　務▶�週2〜5日で応相談（土･日曜休み）
給　与▶時給861円〜

シーツ・タオル等を機械に入れたり、手で畳むカンタン作業!!

20〜40代20〜40代 活躍中!!活躍中!!  短期短期も大歓迎!!も大歓迎!!

共通
項目

すぐにすぐに
働けます!働けます!

千歳 ア パ 洗濯乾燥、クリーニング品仕上げ

経験経験
不問不問


	10_q02

