
2021 年 5 月 21 日（金） ちゃんと11

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

ノルマ等なし！お話好きの方歓迎です♪

書籍の案内業務です。
20〜50代幅広い年代が活躍中！

資　格▶�簡単なPC入力が出来る方、未経験者歓迎
給　与▶�時給861円（試用期間3ヶ月位/同時給） 

※能力次第で時給UP
時　間▶��10:30〜17:30　※応相談
休　日▶�土日祝、年末年始（10日位）、GW（10日位）、お盆（3〜4日）
勤　務▶�週3〜5日
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、昇給有

〒061-1353��恵庭市島松本町1丁目5-11☎︎0123-25-6197

まずはお気軽にお電話ください

080-7195-5788
有限会社オフィスブレーン

お休みお休み
充実♪充実♪

担当/あさひ

（電話先は書店のみ）

恵庭 ア パ 電話営業販促

仕　事▶歯科受付
給　与▶�月給170.000円～  

※試用期間3ヶ月有/時給870円
時　間▶�［月･火･木曜］8:30〜20:00（休憩有）�

　　　　　　※週1〜2回14:30〜20:00�
［金曜］8:30〜18:30（休憩有）��
　　　※隔週8:30〜16:00�
［土・日曜］8:30〜13:00�

勤　務▶�シフト制
休　日▶水曜日、第2・4土曜日、祝日
待　遇▶�各種保険完備、昇給年1回、賞与年2回、�

交通費全額支給、暖房手当、制服貸与

千歳市千代田町7丁目1789
千歳ステーションプラザ5F

採用係☎26-4182応募

受付受付スタッフ募集!!スタッフ募集!!
千歳 正 受付

おおやファーム株式会社 ★雰囲気が気になる方は
　HPをご覧ください!

〒066-0011 千歳市駒里2297

まずはお電話のうえ、写真付履歴書を郵送ください。

☎0123-40-6175 担当/総務�村上�

仕　事▶�豚が快適に過ごせる環境を整え、順調に発育する
ように管理するお仕事です。適性に合わせて①繁
殖部門②肥育部門のいずれかに配属となります。�

資　格▶�59歳以下の方（定年60歳のため）、要普通免許
給　与▶ 月給205,000～235,000円＋諸手当
時　間▶�①7:30〜17:00　②7:00〜16:30
休　日▶�週休2日（シフト制）　※年間休日105日
待　遇▶�各社保完備、制服貸与、車通勤可（無料駐車場有）、

交通費実費支給（月24,500円まで）、昼食代補助
制度有、賞与年1回、試用期間6ヶ月、再雇用制度
有（65歳まで）、福利厚生倶楽部（リロクラブ）

賞与
あり

週休
2日

農場管理
スタッフ

正社員

最先端の豚舎設備と管理技術を導入し、最先端の豚舎設備と管理技術を導入し、
クリーンで働きやすい職場を目指しています。クリーンで働きやすい職場を目指しています。

★好評の霜降りブランド豚「う米豚（うまいとん）」を生産しています。
★農場入退場時にシャワー必須とする等、衛生管理を徹底しています。
★アルバイト（時給1,000円、4〜6h勤務）も同時募集！

募集1

千歳 正 農場管理

急募急募
食事補助有!!

株式会社ニュー三幸 小樽市稲穂1-3-6
サンモール1番街

Since1954

期　間▶即日〜11月中旬
資　格▶�公共交通機関がない為、車通勤できる方
給　与▶ ①時給950円～  

②時給900円～  
③時給1,200円～ 
※③は試用期間2ヶ月有/時給1,000円

時　間▶�(a)6:00〜12:00�(b)9:00〜16:00�
※その他6:00〜18:00の間で6h勤務

勤　務▶�週3〜5日�※応相談
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、�

食事補助有（1食160円）
勤務先▶��恵庭カントリークラブ�クラブハウス内�

レストラン（恵庭市盤尻53番地2）

【受付/9〜17時】
 ※12〜14時は除く

まずは、お気軽にお電話ください。
☎0123-32-3311

①レストラン接客 ②調理補助・洗い場
③調理スタッフ（調理師免許保有者）

恵庭カントリークラブ恵庭カントリークラブのの

ゴルフ場レストランゴルフ場レストラン

恵庭 ア パ 接客、調理

どちらもどちらも

OK！OK！
扶養内、Wワーク、学生さん…扶養内、Wワーク、学生さん…
いろんな方が活躍中です!いろんな方が活躍中です!

≪期間は応相談≫≪期間は応相談≫
あなたのご希望をあなたのご希望を

お聞かせください♪お聞かせください♪

短期 通年

まずはお電話ください。

■医療・福祉施設向けクリーニング業

千歳市泉沢1007-207
㈱北海道シルバーサービス 千歳工場

☎0123-28-3771☎0123-28-3771

◆クリーニング品の仕分け・仕上げスタッフ
　機械や手で仕上げるカンタン作業♪
時　間▶�原則8:00〜17:00の間で実働6〜8h�

※応相談（扶養内希望の方、勤務時間対応致します）
勤　務▶�週2〜5日で応相談（土日完全休）
給　与▶時給861円～
待　遇▶�送迎有(千歳市内のルートのみ）、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（長期希望の方）

千歳 ア パ 工場作業

グループホーム グループホーム 北のくにから北のくにから
〒061-1353　恵庭市島松本町4丁目8-25

㈲セカンドライフ

☎0123-37-2985まずはお電話ください。
担当/小野瀬

◆介護スタッフ
仕　事▶�入居者様の生活のお手伝い
資　格▶�不問、未経験の方大歓迎、�

土日勤務出来る方尚歓迎
給　与▶�時給890円 ※試用期間/時給865円
時　間▶�①7:00〜16:00　②8:30〜17:30　�

③10:30〜19:30　�
※①〜③選択可（シフト制）�
※全てのシフトに入れる方尚可

勤　務▶�週2〜5日�※日数応相談
待　遇▶�各社保完備、資格手当（試用期間後）、�

交通費（月25,000円迄）実費支給、車通勤可、�
処遇改善手当年3回別途支給、正職員登用制度有

夜勤ナシで
働きやすい

2020代代〜〜6060代代
みんな大活躍中!みんな大活躍中!

働き方働き方について、について、
遠慮なくご相談ください！遠慮なくご相談ください！

笑顔があふれる♪

恵庭 ア パ 介護

☎0123-24-3155
千歳市東雲町5丁目18ドーリツ防災設備 株式会社 

担当/鈴木、庄司 【受付/8:30〜17:30】

仕　事▶�消防用設備等の設置業務・修繕・保守点検
資　格▶�未経験者歓迎、要普通自動車免許、�

若年層のキャリア形成を図る観点から�
40歳以下に限る

給　与▶ 月給150,000円～
時　間▶�8:30〜17:30　�

※実働8h
休　日▶�日・祝、隔週で週休2日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�

車通勤可、制服貸与

正社員

保守
点検

まずはお気軽にお電話ください。
面接時に写真付き履歴書をお持ちください。

千歳 正 保守点検

高
時
給
３
職
種

㈱オープンループパートナーズ 千歳支店 千歳市千代田町4丁目14�千歳第一ビル3F
労働者派遣事業（派13-302403）

まずはお気軽にお電話ください！ 【受付】9：00〜18：00（月〜金）☎0123-23-6833

千歳・恵庭 派 受付・案内、選別・梱包・運搬

仕　事▶ブロッコリー・かぼちゃ等の選別・梱包・運搬業務
給　与▶時給1,072円
時　間▶8:00〜17:00（実働5〜7h勤務）
勤　務▶週3〜5日�※シフト制（休み希望など相談可能）
期　間▶6月中旬〜9月末頃まで（終了時期変動の可能性あり）

③野菜の選別・梱包・運搬（13名募集）/千歳市長都（車通勤可）

仕　事▶お電話での予約受付、PCの入力業務
給　与▶時給1,100円
時　間▶8：45〜17：15（休憩45分）
勤　務▶平日のみ週3〜5日�※土･日曜、祝休み（業務量により土曜出勤の可能性あり）
期　間▶随時〜（業務量により2〜4ヶ月程度）

①ワクチン接種の予約受付業務（15名募集）/恵庭市恵み野（車通勤可）

仕　事▶接種券の確認・受付・会場内の誘導・接種後の経過観察場所での監視
給　与▶時給1,077円（送迎利用の方は時給1,003円）
時　間▶�土/10：00〜19：00（休憩1h）�

日/8：00〜19：00（休憩1h）
勤　務▶土・日曜のみ�※業務量により変動の可能性あり
期　間▶6月12日〜12月頃まで（終了時期変動の可能性あり）

②ワクチン接種会場での誘導・受付・経過観察員（全部で25名募集） 
　/恵庭市恵み野（車通勤可）　★送迎利用応相談

50名以上の大量募集! 未経験者大歓迎! 週払いOK!（規定有）

未経験者未経験者
 OK！ OK！

未経験者未経験者
 OK！ OK！

未経験者未経験者
 OK！ OK！

お客様に喜びを届ける
お仕事です。

3名3名
募集募集

期　間▶6月中旬頃〜長期　★今回は長期の募集です
仕　事▶�通信販売のメール対応
資　格▶�不問、Word・Excel経験者歓迎
給　与▶�時給900円

メール返信のお仕事です

●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

●フルタイムでの勤務が可能な方歓迎!組織拡大に向け

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

履歴書 ( 写真貼付 ) を郵送ください。
追って面接日をお知らせします。

勤務先

千歳市花園5丁目7-3-103シダックス大新東ヒューマンサービス㈱ 千歳営業所

［担当］石岡☎0123-42-1831

千歳市立認定こども園 つばさ千歳市立認定こども園 つばさ
千歳市花園4丁目3-1千歳市花園4丁目3-1

仕　事▶�シフト作成、帳票作成、�
月1回給食会議の参加、�
調理・調理補助・洗浄・清掃�

資　格▶�栄養士もしくは管理栄養士で、実務経験３年以上、
65歳未満（定年雇用止めの為）

給　与▶ 月170,000円＋精皆勤手当6,000円+責任者
手当5,000円＋（資格手当…栄養士3,000円、 
管理栄養士30,000円） 
※賞与年２回（200,000～300,000円）

時　間▶7：30〜16：30
休　日▶�週休2日

仕　事▶�調理・調理補助・洗浄・清掃�
資　格▶�不問、65歳未満（定年雇用止めの為）
給　与▶ 時給900～920円 

+交通費規定支給（当社規定による）
時　間▶�8：00〜16：00の中でシフト制�

（実働3〜6h程度）
休　日▶�週休3〜4日（週20〜30h程度）

《共通項目》待　遇▶社会保険完備、交通費支給、制服貸与

調理責任者（契約） 調理員（パート）

給食調理員 給食調理員 募集!!募集!!
栄養士…月184,000円

管理栄養士…月211,000円

千歳 契 パ 調理

【共通項目】
休　日▶シフト制
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給（月18,000円まで）、�

①車通勤不可、②は車通勤可

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20�第12ふじやビル4F

清掃スタッフ

☎22-5280 採用係

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

時間・日数ともに、お気軽にご相談ください！

時　間▶�7:30〜12:30�※実働4h　
給　与▶時給861円
勤　務▶月22日程度

❶新千歳空港スーパーラウンジ清掃
男女トイレ
清掃有

時　間▶�21:00〜翌1:00　�
※実働4h

給　与▶�時給900円  
※22時～翌1時/時給1,125円

勤　務▶月15〜20日

❷新千歳空港商業施設エリア内共用部分清掃
現在のスタッフは
全員男性です。

千歳 パ 清掃

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

Qua ity & Discount

千歳市北陽1丁目2-1フードD365千歳店
担当/加々谷☎27-5370

土日勤務
できる方
大歓迎!!

スタッフ募集
◆精肉◆精肉

◆鮮魚◆鮮魚

時　間▶①8:00〜13:00�
������������②12:00〜17:00

時　間▶8:00〜13:00

給　与▶ 時給881円　　　
勤　務▶週4日以上で応相談
待　遇▶�雇用保険（勤務時間により加入）、�

有給休暇、制服貸与

千歳 パ 店内業務　
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