
2021 年 7 月 16 日（金）ちゃんと 10

千歳市美々
新千歳空港国内線ターミナルビル3F海老善

まずはお気軽にお電話ください｡　【担当/上野】

◆ホール・洗浄スタッフ（パート）
時　間▶10:00～16:00 ※応相談
給　与▶時給900円～
勤　務▶週5日 ※応相談

◆ホール（アルバイト）
時　間▶ 17:00または 

18:00～21:00
給　与▶時給900～950円
勤　務▶ 土日＋平日1日～で応相談 

★土日勤務できる方歓迎

《共通項目》
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、試用期間有

洗浄スタッフ
募集‼︎&ホール

海老善新千歳
空港の

千歳 ア パ ホール・洗浄

090-8906-1046090-8906-1046

学生さん学生さん
大歓迎! 大歓迎! 

高校生可!高校生可! 札幌市清田区美しが丘1条1丁目2-7　 業務請負業・労働者派遣業 派01-300216 〈自社求人情報サイト〉http://www.e-hasshin.com/
【受付】平日9:00～18:00 ※左記時間以外は直接ツタモリへ

0120-084-842 080-6073-7977

給　与▶ 時給1,100～1,220円（昇給有）
時　間▶ ①6:15～14:30 ②14:15～22:30  

③22:15～翌6:30 ④8:30～17:15 
※いずれも実働7.25h ※残業月平均10～20h程度  
※①～③のシフト制、もしくは④の日勤

休　日▶週休2日、その他大型連休
待　遇▶ 有給休暇有、交通費別途支給、各種保険有、制服無料貸与

★長期勤務可能なお仕事
★恵庭･千歳･苫小牧に多数求人有
★年2回ミニボーナス有（2〜11万円）
★車が無くても通勤可能
［派遣］電子部品の製造・検査スタッフ/千歳市

上記以外にも随時説明会を開催します。
※�お気軽にお電話ください。

八
ハ ッ シ ン

神エモーション株式
会社

お仕事説明会
ご相談だけでもOK!

北ガス文化ホール/千歳市北栄2丁目2-1
（千歳市民文化センター 小会議室）

13:00～16:00（受付は15:00迄）

★私服OK! ★フリー来場OK!

7/21㊌
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千歳 派 電子部品の製造・検査
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庭
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●
本田記念病院

やまかわ
ファーム

★

〒061-1364
恵庭市下島松221番地 やまかわファーム

担当/山川応募 090-8370-7442

期　間▶ 即日～10月頃  
※応相談

仕　事▶大根の箱詰め、箱積み
資　格▶未経験者歓迎、性別不問
時　間▶ 8:00～15:00位（残業有） ※時間応相談
給　与▶時給900円～ ※経験・能力による
勤　務▶週2～3日 ※日数・曜日応相談
待　遇▶労災保険、交通費規定支給、車通勤可、昇給有
応　募▶ まずはお気軽にお電話ください。 

面接時、写真付き履歴書をお持ちください。

900900円円〜〜

大根の箱詰めor箱積み大根の箱詰めor箱積み
スタッフ募集スタッフ募集

新鮮な大根のお土産付き♪

週2〜3日程度で 
倉庫内のお仕事です。
8:30〜の出勤を
ご希望の方は

お気軽にご相談ください。

時給

恵庭 期 パ 農作業

勇払郡安平町早来富岡210-20
株式会社北海道興農社

［短期アルバイト］とうもろこしの収穫・選別・箱詰め［短期アルバイト］とうもろこしの収穫・選別・箱詰め
期　間▶8月上旬～10月末
仕　事▶ とうもろこしの収穫・選別・箱詰め等
資　格▶   経験者・未経験者ともに歓迎 

車通勤できる方（公共交通機関が少ない為）

ひとつひとつ教えますので、安心して働けます♪

【受付】平日9:00～17:30
担当/笠井☎0145☎0145--2626--28002800

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

給　与▶ 時給900円
時　間▶ 8:00～16:00の間で7h（休憩1h）
休　日▶ 月8～10日 ※要相談
待　遇▶ 交通費規定支給、労災保険有

8月上旬

10月末10月末
まで

▼とうもろこしとうもろこしのの

バリバリ働きたい方バリバリ働きたい方
必見!!必見!!

とうもろこしの後には とうもろこしの後には 
かぼちゃの収穫作業があります！かぼちゃの収穫作業があります！

収穫収穫・・選別選別・・箱詰め箱詰め

安平 ア とうもろこしの収穫・選別・箱詰め

千歳市日の出
1丁目1-66千歳店

㈱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

千歳 ア パ 食肉

食肉スタッフ募集!

電話連絡の上、
写真付き履歴書をお持ちください。

応募 ☎26-6660 [担当]店長

千歳店の
Web応募
はコチラ

◆食肉
資　格▶土･日勤務できる方
給　与▶ ［一般］時給877円 

［学生］時給871円
時　間▶8:30～13:00 
勤　務▶週4～5日

◆食肉（短期）
仕　事▶パック詰めや品出し
給　与▶ ［一般・学生］時給950円
時　間▶8:30～16:00
勤　務▶週5日
期　間▶8月末まで
他にデリカ・ベーカリーも募集中!お気軽にお問合せください!

恵庭

〒061-1413
恵庭市本町113-1

デイサービス きたえるーむ恵庭応
募

受付/9～18時
担当/関澤☎0123-25-6207

 kitaeroom-eniwa@aroma.ocn.ne.jp

仕　事▶ 訓練のサポート、送迎、施設業務全般 
（食事・入浴サービスなし）

資　格▶要普免 ※介護福祉士資格があれば尚可
給　与▶ ［正］月給192,500～237,500円 

　　（固定残業代18h含む） 
　　※介護福祉士は別途資格手当/10,000円 

［パ］時給1,061円  
　　※介護福祉士は+100円（各種手当含む）

時　間▶ ［正］8:00～17:00 ［パ］8:20～17:00 ※実働7.25h
休　日▶ ［正］日祝を含む月9休 ※年末年始休暇有 

［パ］日祝 ※週3日程度の勤務（応相談） ※シフト制
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、マイカー通勤可、試用期

間3ヶ月有、［正社員のみ］賞与年2回･昇給有（業績
による）、［パートのみ］一時金年2回（業績による）

正職員・パート 介護職員（トレーナー）

仕　事▶ 運動指導、運動メニューの作成、手技の提供、送迎、
施設業務全般

資　格▶ 柔道整復師、理学療法士、作業療法士のいずれか、要普免
給　与▶ 月給215,000～260,000円 

（資格手当、固定残業代18h含む）
時　間▶ 8:00～17:00
休　日▶日祝を含む月9休 ※年末年始休暇有
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、マイカー通勤可、 

試用期間3ヶ月有、賞与年2回･昇給有（業績による）

正職員 機能訓練指導員

正 機能訓練指導員正 パ 介護職員

デイサービス�
職員募集!

正職員

パート

ちゃんと 検索

一緒にQ人ナビでお仕事さがそ♪

【同時募集】
夜勤専門ケアスタッフ

★1回19,700円可能!
勤務/月7〜9回

グループホーム向陽台 千歳市白樺
2丁目1-1

☎0123-28-5888 担当/水谷

電話連絡を頂いた後、面接日を決定します。
面接時に写真付履歴書・資格証をお持ちください。

◆ケアスタッフ（フルタイム）
仕　事▶認知症高齢者の日常生活支援・介護
給　与▶ 日給6,750円（更新時昇給有） 

＋夜勤手当5,000円/回＋資格手当 
＋処遇改善手当（600円/日） 
※試用期間3ヶ月間は処遇改善手当支給なし

時　間▶ 早番/7:30～16:00（休憩1h、実働7.5h） 
日勤/9:00～17:30（休憩1h、実働7.5h） 
遅番/10:30～19:00（休憩1h、実働7.5h） 
夜勤・明/17:00～翌9:30（休憩1.5h、実働15h） 
※シフト制

勤　務▶ 4週8休（月21～22日）
資　格▶ 普通自動車運転免許
待　遇▶ 労災適用、各社保完備（勤務時間による）、 

交通費規定支給（2km以上/上限12,000円）、 
車通勤可（無料駐車場有）

資格取得支援制度有!!

経験者大歓迎!経験者大歓迎!

千歳 契 ケアスタッフ

資格がなくても応募可能です！

学生の応募も大歓迎
夏休みを活かしてアルバイトしませんか

★お休み希望伺います。
★勤務時間ご相談ください。

スズキレンタカー北海道
OTSレンタカー 千歳空港営業所

北海道千歳市流通2丁目3-14

担当/南野･福山☎27-7000

◆接客・受付スタッフ
仕　事▶ 営業所カウンターでの貸渡案内業務 

全般、空港カウンターでの受付・案内
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給1,000円
時　間▶8:00～19:00（実働8h）
休　日▶シフト制（希望休・時間応相談）
待　遇▶ 各社保完備、車通勤可、制服貸与、 

交通費規定支給
期　間▶即日～9月末
勤務先▶千歳市内 
応　募▶ 電話連絡の上、 

写真付履歴書をお持ちください。

未経験者
歓迎

千歳 ア 接客・受付スタッフ

まずはお気軽にお電話ください。

0120-13-0015札幌市東区東苗穂3条3丁目1-31

株式会社 日総

★日総グループの飲食求人サイト https://food.nisso-work.net/

【全体共通項目】
給　与▶ 時給900～1,150円　 

※試用期間3ヶ月/ 
　時給880～1,000円

待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 
社保完備（勤務時間による）、 
永年勤続表彰有（3年以上～）、 
有給休暇（入社後7ヶ月目から付与）

◆恵み野西2丁目3-4 《施設》
時　間▶ ①5:00～12:00 

　（実働6.5h） 
②10:00～19:00 
　（実働7.5h） 
※①②シフト勤務OK 
※表記外のロング勤務もOK

◆恵み野西2丁目3-2《病院》
時　間▶ ①5:00～14:30 

　（実働8h） 
②13:30～20:30 
　（実働7h）  
※①②シフト勤務OK 
※表記外のロング勤務もOK

◆黄金南4丁目1-1
時　間▶ 8:00～15:00　 

（実働6.5h）

◆牧場219番地4
時　間▶ 9:30～14:30 

（実働4.5h）

◆大和4丁目3-11
時　間▶ ①5:30～11:30 

　（実働5.5h） 
②15:00～20:00 
　（実働4.5h） 
※①②シフト勤務OK 
※表記外のロング勤務もOK

車通勤
OK！

時給900〜1,150円！

扶養範囲内
OK！

残業代
支給！

未経験者
歓迎‼︎

お子様を
連れての
面談OK！

調理調理 パート 大大募集！募集！スタッフスタッフ

調理
できる方
 歓迎！

お料理が
好きな方

調理は
未経験の方

ブランクの
ある方

千歳エリア

恵庭エリア

千歳・恵庭 パ 調理スタッフ

�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有!!有!!

清掃清掃スタッフスタッフ千歳千歳
恵庭恵庭

◆【千歳市泉沢】日本血液製剤機構
給　与▶時給870円～
時　間▶7:00～11:00（実働4h） 
休　日▶土･日曜、祝日

パート
◆【千歳市蘭越】ザ・ノースカントリーGC
期　間▶即日～11月下旬
給　与▶ 時給950～1,000円
時　間▶ ①10:00～19:00位まで（実働3.5～8h） 

②8:30～12:30 ③6:30～10:30
勤　務▶ 週3日～（応相談）

◆【千歳市清流】北星病院
給　与▶時給950円
時　間▶ ①7:30～11:30 ②13:00～17:00 

（実働3.5h）
休　日▶日曜日

◆【恵庭市島松沢】エルムカントリー（浴室の清掃です♪）
期　間▶即日～11月末頃まで
給　与▶時給950円
時　間▶6:00～11:00（実働5h） 
休　日▶週2日

《全体共通項目》
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、 

雇用保険は週20h以上で加入

応募 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☎0123-24-☎0123-24-37713771平日

千歳・恵庭 パ 清掃
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