
2021 年 7 月 30 日（金）ちゃんと 10

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

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

千歳・恵庭 パ 清掃

千歳市上長都958（千歳市公設地方卸売市場内）
株式会社 恵千フーズ

https://keisen-foods.com/

仕　事▶野菜のカット等の加工業務
資　格▶�未経験者歓迎、金・土に勤務できる方歓迎
給　与▶時給865円
時　間▶6:00〜15:00の間で応相談
休　日▶�日・祝、GW、お盆、年末年始　�

※祝日出勤の場合有
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

☎0123-40-1010 ［受付］
9〜16時

●まずはお電話ください。担当/大道寺

千歳 パ 野菜の加工

未経験者歓迎! 時間応相談♪

アイルコーポレーション㈱ 恵庭市中島町
1丁目13-7

資　格▶�未経験者歓迎、経験者・資格保有者尚可
給　与▶�①時給1,200円 ②日給9,000〜12,000円
時　間▶�日勤/8:00〜17:00�※現場により変動有
休　日▶�当社カレンダーによる
期　間▶�①即日〜8月末まで�

②即日〜翌3月末�※延長の可能性有
待　遇▶�労災保険、資格手当有、社員登用の途有、法定教育・試用

期間3ヶ月有、交通費補助支給、寮有、入社書類会社負担
勤務先▶恵庭市・千歳市および近郊

①《アルバイト》集団ワクチン接種会場駐車場での警備
②《パート》工事現場での誘導

担当/三浦☎33-6000
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】【未経験者歓迎】
★費用会社負担で資格取得可能！

女性・シニアも
活躍できる環境です!

週払い可
寮あり

千歳・恵庭・他 ア パ 警備、誘導

 まずはお気軽にお電話ください。 《担当》三浦

☎0123-23-2607【受付/8:30〜18:00】【受付/8:30〜18:00】

◆お客様レンタルスタッフ
仕　事▶�企業やお店等へ訪問しての、�

ダスキン商品（マット・モップ等）の交換
給　与▶�時給861円
時　間▶�8:30〜15:30※実働6h��

※月平均5h程度の残業有
休　日▶�土日祝、GW、年末年始、他シフト制�

※週3〜4日勤務
資　格▶�学歴・経験・年齢不問、要普通免許
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費規定支給、�

車通勤可、無料駐車場有、有給休暇有

レンタルレンタル
スタッフスタッフ 急募急募募集!募集! 未経験者歓迎!未経験者歓迎!

〒066-0083　千歳市みどり台北1丁目4-8

千歳 パ お客様レンタルスタッフ

仕　事▶�受付・会計・PC入力・レセプト業務等
資　格▶�未経験者可、医療事務経験あれば尚可
給　与▶時給1,000円
時　間▶��８:30〜18:00（時間応相談）
休　日▶�木・土曜の午後、日曜・祝日
待　遇▶�交通費規定支給、シューズ・制服貸与、�

車通勤可

〒066-0073
千歳市北斗6丁目1-1

応募 ☎23-4320
北斗内科小児科医院

受付/9〜18時

千歳 パ 医療事務

医療事務員募
集

★時間応相談 ★未経験可

〒059-1434　勇払郡安平町早来富岡129番地

社会福祉法人
富門華会 第二富門華寮

だ い に も んふ け りょう

仕　事▶�障がい者支援施設での利用者�
（女性中心）の支援

資　格▶�要普免
休　日▶完全�週休2日�※年間105日
給　与▶�月給16〜18万円 

※夜勤手当約26,000円（20日勤務の場合）
時　間▶�21:00〜翌7:00
待　遇▶�雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、�

車通勤可、交通費規定支給、賞与有（3ヶ月分）、�
退職金制度有（1年以上勤務）、�
（世帯主のみ）寒冷地手当、住宅手当

まずは、お気軽にお電話ください。
千歳駅から車で約20分!　※道路状況による

090-6212-8125 担当/廣川担当/廣川

安平 契 夜勤生活支援員

北海道クリーン開発㈱ 〒053-0016
苫小牧市寿町2丁目3-14

応募

◆ちとせモール[千歳市勇舞8丁目1-1]
時　間▶�14:30〜19:30
勤　務▶�週3日程度（シフト制）
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

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は勤務先にて行います。委細面談。

清掃清掃

（田口）
0120-03-6323

　080-2871-5294

★60歳以上の方も積極採用　★Wワーク応相談

午後の時間から
のお仕事です♪

ショッピングモールのショッピングモールの

スタッフスタッフ

扶養内
勤務OK！

千歳 パ 清掃

千歳市青葉5丁目6-10　http://www.hotal-web.com

仕　事▶�客室清掃、備品補充�
時　間▶�①9:00〜15:00　②19:00〜翌1:00�
給　与▶�時給900円〜　※昇給有� 

※22時以降/時給1,125円〜
勤　務▶�応相談�

0123-40-20770123-40-2077
090-2511-4127

電話の上､写真付履歴書をお持ちください｡ 

担当/國田

ホ テ ル 　 　 　 　 　 ホ タ ル 全室Wi-Fi
完備

土日のみの方歓迎!土日のみの方歓迎!
★WワークOK! 
★女性活躍中!

勤務日数勤務日数
応相談!応相談!

千歳 パ ベッドメイク 千歳

《アルバイト共通項目》
資　格▶�車通勤可能な方　　　 ��時　間▶8:45〜17:00
休　日▶�日曜日�※その他応相談　　��待　遇▶�交通費規定支給
期　間▶2022年3月31日まで

給　与▶ 時給900円
資　格▶�未経験者歓迎�
時　間▶�8:45〜17:00　�

※開始・終了時間はご相談ください!!
勤　務▶�週3〜6日で日数応相談��

★日曜日はお休みです。
待　遇▶�車通勤の方は交通費規定支給、JR千歳駅からの

送迎有(17時までの勤務の方)
期　間▶2022年3月31日まで

野菜の選別・加工等の軽作業。手作業メインで難しい
作業はありません。

〒066-0051�
千歳市泉沢1007-134

青果物卸売り

株式会社 北 泉担当/中野
【受付/平日9〜18時】☎28-2695応募

スタッフ募集中!スタッフ募集中!アルバイト･パートアルバイト･パート

扶養内扶養内
OK!!OK!!

パート

野菜の積み上げが主なお仕事です。
他に選別・袋詰め等もあります。
給　与▶時給1,200円

アルバイト
男性男性多数多数
活躍中!!活躍中!!

リフト作業員/入出荷の際の荷物の積み下ろし作業
給　与▶時給1,500円　　資　格▶フォークリフト免許

アルバイト

給　与▶�時給1,000円
原料（人参・いも）の入替え作業と洗浄
アルバイト

未経験者未経験者
歓迎!!歓迎!!

ア 洗浄作業、野菜の積み上げ、リフト作業員パ 野菜の選別・加工

清掃・厨房清掃・厨房スタッフスタッフ

募集募集

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

株式会社道央環境センター 恵庭市本町27番地

☎0123-34-0740応 募

◆清掃 《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

◉ラ･デュース恵み野

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

◆厨房（調理補助） 《フルタイム/パート》
◉我汝会えにわ病院 
★フルタイム・扶養範囲内選択可

恵庭 パ 清掃、厨房（調理補助）

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

◉恵庭南病院
★フルタイム・扶養範囲内選択可

◆清掃 《フルタイム/パート》

千歳市旭ヶ丘1丁目3-15�☎0123-24-2041

◆一般事務員
仕　事▶一般事務��
資　格▶�基本的なPC操作が可能な方

（ワード・エクセル）
給　与▶ 月150,000〜200,000円
時　間▶�8:00〜17:00�
休　日▶��4週8休、年末年始、夏期休暇、

GW
待　遇▶�各社保完備、昇給年1回、賞与年

2回、通勤手当（月7,100円〜）

株式会社電材重機 千歳支店

急募

まずはお電話ください。 
面接日をご案内致します。面接時に写真付
履歴書をお持ちください。担当/黒木

一般事務員
経験者
優遇

�月収

15～20
万円

090-5073-2455

千歳 正 一般事務

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（実働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

＼仕事探すなら／

み
ん
な
で
一
斉
に

　
　
　

　
　
　お
仕
事
探
す
よ
！

仕　事▶�野菜加工工場の敷地内にて、フォークリフトを�
使用し、野菜類などの運搬作業

資　格▶�フォークリフト免許保持者
給　与▶時給1,000円〜
時　間▶�8:00〜17:30　※休憩1.5h
勤　務▶週3〜6日　※希望応相談　※日曜日休み
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、服装自由、�

社員登用制度有

千歳市上長都1160-21

【受付/午前中】

まずはお電話ください。�
面接日時・勤務開始日は相談に応じます。

☎0123-29-3320
トライフード（株）

フォークリフト
スタッフ募集!!

千歳 ア パ フォークリフトスタッフ

日数日数
応相談!応相談!

時　間▶�①8:00〜12:00�
②12:00〜16:00��
※①②シフト制

勤　務▶�週5日
給　与▶�時給886円 

★日曜・祝日は時給+30円 
※試採用期間4ヶ月/時給861円

待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、�
有給休暇、共済会

向陽台店

向陽台店

千歳市
白樺2-3

☎28-3511☎28-3511応募 担当/安田

スタッフスタッフ
募集!!募集!!

農産 or 畜産 ★1日4時間からOKパート

千歳 パ 農産、畜産

◆パート
仕　事▶洗い場・簡単な調理補助等
資　格▶�主婦（夫）歓迎、未経験者歓迎
給　与▶時給950円 ※22時以降/時給1,187円
時　間▶�17:00〜23:00
勤　務▶週3日程度�※シフト制
休　日▶日曜、祝日　　　　待　遇▶交通費規定支給

洗
い
場･

調
理
補
助

千歳市幸町
2丁目3-2さんが

日本料理
ゆきあかり 山河☎0123-26-5061受付/14〜18時�

担当/浅野、山川

まずはお気軽にお電話ください。

◆正社員
仕　事▶�①仕込み、調理全般�②調理、洗い場等
資　格▶和食調理経験者
給　与▶①月30〜35万円 ②月20万円〜
時　間▶�11:00〜23:00の間でシフト制
休　日▶日曜、祝日を含め月6〜8日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、各種手当有、制服貸与

調
理
師

◆正社員
給　与▶�経験者/月25万円〜 未経験者/月20万円〜 ※委細面談
時　間▶�13:00〜23:00の間でシフト制
休　日▶日曜、祝日を含め月6〜8日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、各種手当有、制服貸与
◆パート
給　与▶�時給1,050円〜 ※22時以降/時給1,312円〜
時　間▶�17:00〜23:00の間で実働3〜6h
勤　務▶週1〜6日
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与

《ホールスタッフ共通項目》
仕　事▶�接客、配膳、会計、片付け等　　資　格▶経験者優遇

ホ
ー
ル
ス
タ
ッ
フ

千歳 正 調理正 パ ホールパ 洗い場･調理補助
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