
2021 年 9 月 24 日（金） ちゃんと15

勤務先▶千歳乃湯 えん（千歳市真々地3丁目）
仕　事▶男女脱衣所･浴場内の巡回清掃
資　格▶未経験者歓迎
時　間▶ 13:30～21:50の間で実働3～4.5h
給　与▶時給900円〜 ※18時以降/時給960円
勤　務▶シフト制 ※日数要相談 ※年中無休
待　遇▶労災保険、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

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☎0123-24-0800
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡

親切･丁寧に指導いたしますので未経験者でも安心！

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。委細は面談にて。 
新型コロナウイルスの感染予防対策をしています。

ローソン自衛隊東千歳駐屯地店☎22-2241☎22-2241 千歳市祝梅1016

◆北千歳駐屯地内店舗
仕　事▶店内業務全般
時　間▶①6:00～11:00 ②6:00～15:00 ③10:00～17:00
給　与▶ 時給920円
勤　務▶  ①週3～4日 ②週4～5日 ③土日
勤務先▶ 陸上自衛隊北千歳駐屯地内（千歳市北信濃724） 

※中央バス「北千歳駐屯地前」停すぐ

◆東千歳駐屯地内店舗
仕　事▶ a/陳列その他、レジ作業なし 

b/レジ作業有
時　間▶ a/19:00～22:00  

b/①17:00～23:00 ②11:00～20:00 
　 ③14:00～23:00 ④10:00～17:00

給　与▶ a/時給889円　b/時給960円 
※19:00〜22:00までは時給1,000円 
※22:00〜23:00までは時給1,200円

勤　務▶a/週3日（日･月･火･木･金曜の中で） b/週3～5日
勤務先▶ 陸上自衛隊東千歳駐屯地内（千歳市祝梅1016）

資　格▶  車通勤可能な方、 
ダブルワーク・シニア・学生可

待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、社会保険有

共通
項目

Wワーク、シニア、学生ＯＫ!!
駐屯地内のローソンで働こう!!駐屯地内のローソンで働こう!!
普段は入れない場所で、ちょっと働いてみませんか？
千歳 パ 店内業務

急募

千歳市上長都1061-2 ㈱IHIアグリテック内
三好梱包商事㈲ 千歳事業所

お電話の上、面接時に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-4368

◆部品袋詰め作業等（農業機械部品）
仕　事▶ ビニール袋包装、ダンボール箱詰、 

PPバンド梱包、部品ピッキング、棚入れ、 
梱包作業、出荷業務、伝票セット業務等

給　与▶ 時給900円
時　間▶ 8:00～17:00の間で実働5～6時間 ※要相談  

※12:00～1時間のお昼休憩有 
※小休憩有（10:00～10:10、15:00～15:10）

休　日▶毎週 土日、祝日
期　間▶即日～ ※3ヶ月更新（長期継続予定）
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇制度、交通費規定支給、 

制服貸与、車通勤可(駐車場完備)
勤務先▶ ㈱IHIアグリテック構内(千歳市上長都1061-2)
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女性歓迎

扶養範囲内
勤務OK
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勤務例
❶9:00〜15:00
❷10:00〜16:00
❸11:00〜17:00

いずれか選択

千歳 パ 部品庫内棚入れ、出荷業務

勤務先▶ トヨタカローラ札幌㈱総合物流センター
仕　事▶ 新車・中古車の洗浄ラインでのシートやボディ 

洗浄、加修作業
休　日▶ 日曜・祝日、他シフト制（月7～10日） 

★GW・お盆・年末年始の長期連休有 
　（年間所定休日108日）

時　間▶ 9:00～17:00
給　与▶ 時給920円〜 

（月22日勤務の場合、月収141,680円以上可能）
資　格▶ 要普通自動車運転免許（運転経験1年以上）
待　遇▶ 交通費当社規定支給、社会保険完備、作業服貸与、

有給休暇有、能力に応じて昇給有、車通勤可

恵庭市北柏木町3丁目73

まずはお気軽にお電話ください。面接日時をお知らせします。
写真付履歴書をお持ちください。

担当/ 三浦・傳法(デンポウ)
☎0123-47-8000

トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター

トヨタカローラ札幌

担当/酒井
☎0123-33-9660

新車 中古車

安心・安定企業で長くお勤めいただけます。

未経験者
歓迎!

恵庭 契 洗浄ライン作業

昇給有! 連休有! 接客なし!

どちらもOK!どちらもOK!

扶養内、Wワーク、扶養内、Wワーク、
学生さん…学生さん…

色々な方が活躍中です!色々な方が活躍中です!
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8:00～18:00の間で実働6～8h程度 

※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〜 ※10月から時給889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）

≪期間は応相談≫≪期間は応相談≫あなたのご希望をお聞かせください♪あなたのご希望をお聞かせください♪

増員増員募集‼︎募集‼︎
千歳 ア パ 工場作業

☎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。
千歳市幸町
2丁目3-2さんが

日本料理
ゆきあかり 山河

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

仕　事▶ 接客、配膳、会計、片付け等
資　格▶経験者優遇
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

◆ ホールスタッフ 正社員

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 パート

千歳 正 調理、ホールパ 洗い場･調理補助

短期アルバイト短期アルバイト 即日即日▶▶翌1/3翌1/3 ◆製造補助 ★期間中1日〜OK!!
仕　事▶ パンと具を組み合わせる盛り付け作業、サンドウィッチを丁寧

にパックに詰める作業、重なりや配置に注意しながらの箱詰め
時　間▶ ① 昼勤/ ⓐ9:00～18:00（休憩1h） ※1h程度残業の可能性有 

ⓑ14:00～18:00 ※1h程度残業の可能性有 
ⓒ8:00～17:00 ※1h程度残業の可能性有

　　　　② 夜勤/ 19:00～翌4:00（休憩1h） ※2h程度残業の可能性有
勤　務▶ フリーシフト! 1日だけでも、レギュラーで週3日等もOK!
給　与▶ ①時給900円 ★12月は時給920円にUP! 

②時給1,000円 ※22〜翌5時は深夜時給1,250円  
★ 月末月初手当あり！（合計6日間、最大6,000円） 

毎月末3日間、毎月初めの3日間1日出勤ごとに1,000円支給
資　格▶ 未経験者歓迎、食品衛生上マニキュア・付け爪・ひげは禁止、 

貴金属類の着用不可
待　遇▶ 交通費実費支給（上限2,000円/日）、車通勤可（無料駐車場完

備）、勤務日にパンのお土産有、当社製品社内販売有、格安食堂
完備（パン食は無料）、制服貸与、近郊エリア無料送迎バス有

山崎製パン㈱札幌工場
恵庭市恵南10-1 ★サッポロビール庭園駅から徒歩15分

一緒にクリスマスイベントを盛り上げませんか？
恵
庭
方
面
無
料
送
迎
バ
ス
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◎上記期間以外の
　勤務も可能です！

夜勤は稼げる!!

募集!!募集!!

1,250円1,000円 時給時給 22〜翌5時は22〜翌5時は深夜割増

12/2▶12/24
同時募集同時募集

給　与▶ 時給900円  
※12月は時給920円

まずはお気軽にお電話！
受付/9〜18時 人事採用担当まで

☎0123-34-1128

クリスマス&年末年始クリスマス&年末年始 特別キャンペーン！特別キャンペーン！

生ケーキ専属生ケーキ専属
アルバイトアルバイト
今年も大募集 ! !今年も大募集 ! !

友達同士も歓迎★友達同士も歓迎★

フリーシフトフリーシフトだからだから
期間中、数日だけでも期間中、数日だけでも

OKです♪OKです♪

②12/1〜25の間、14日以上出勤でさらに+5,000円
①12/1〜25の間、10日以上出勤で+5,000円 ④�12/29〜翌年1/3の間、1日出勤ごとに+1,000円

※③④は1日実働6h以上で1日出勤扱いとなります。

Ⅰ

⑤12/31:団体手当5人1組で最大10,000円③12/19〜25の間、5日以上出勤で+10,000円

4242,,000000円円今年もあります!今年もあります!! ! 
皆勤手当皆勤手当支給!!支給!! 最

大

Ⅱ
交通費全額支給！

①［昼勤］時給UP!!

②交通費優遇
※他期間は当社規定による

920920円円時
給900円 ▼時

給1212月月
限定！限定！

恵庭 ア クリスマスケーキ・パン・和菓子・オードブル等の製造補助

＼仕事探すなら／
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《新千歳空港共通項目》
給　与▶時給890円
待　遇▶交通費規定支給、車通勤不可

■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

時　間▶ 7:00～11:00（実働4h）
勤　務▶月24日程度　※週5～6日完全シフト制

◆アネックスビル（新千歳空港施設内）

時　間▶ 15:00～18:00（実働3h）
給　与▶ 時給890円
勤　務▶木、金、土（祝日は休み）
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、車通勤可

◆島松保育園（島松本町4丁目）

清掃清掃スタッフスタッフ  
募集!募集!

時　間▶ 9:30～14:30（実働4.5h）
勤　務▶月21日程度　※週4～5日完全シフト制

◆客室清掃（新千歳空港施設内）

未経験者
歓迎!!

千歳・恵庭 ア パ 清掃

★30～50代 みんな元気に頑張っています！

千歳市青葉5丁目6-10ホテル サブリナホテル サブリナ

応募 ☎26-7730

仕　事▶客室清掃･備品補充等
給　与▶ 時給900円〜 ★昇給有
時　間▶ 【早番】土日/8:00～17:00 

【遅番】平日/18:00～24:00 
　　　日祝/17:00～24:00

勤　務▶ 【早番】土日 
【遅番】日曜を含む週3～4日

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）

扶養内勤務
可能！

早番･遅番
選べます！

千歳 パ 清掃

時間時間 日数日数 WワークWワークご相談�ご相談�
ください!ください!

［紹介予定派遣］介護補助スタッフ
資　格▶ 有資格者・無資格者共に可
期　間▶ 派遣社員として研修開始から3ヶ月後、 

双方合意の上で直接雇用予定
時　間▶ 9:00～18:00の間で1日4h～相談可 

例/10:00～14:00、9:00～15:00、 
　  9:00～17:00、10:00～18:00等 
※固定シフトOK、残業なし

給　与▶ 経験者/時給1,207円〜 
未経験者/時給1,025円〜

勤　務▶ 週3日～ ※勤務日数等応相談 
※土日祝休みも指定曜日休みもOK

待　遇▶ 社会保険完備、交通費全額支給、車通勤OK
勤務先▶ 千歳・恵庭市内および近郊の施設からお選びい

ただけます（デイサービス・グループホーム等）。

■一般労働者派遣事業許可番号（派13-304719）
■有料職業紹介事業許可番号（13-ユ-304566）

札幌市中央区北4条西6-1 毎日札幌会館6階
㈱シグマスタッフ 札幌支店

資格取得
支援も有!!

2020ヶ所以上の施設からヶ所以上の施設から
選べる選べる勤務先！勤務先！

北海道委託　令和3年度
潜在的介護職員等活用推進事業

お気軽にお電話ください。
面接は千歳・恵庭市内および各地域で行います。

0120-933-797

★職場見学OK！ ★異業種からの転職も大歓迎！
★�勤務先がご希望に合わなければ、他の事業所等を 

ご紹介いたします。

フルタイムや正社員の希望もOK！フルタイムや正社員の希望もOK！
扶養内でも働けます！扶養内でも働けます！
新型コロナウイルス感染症対策も万全！新型コロナウイルス感染症対策も万全！

ご希望のご希望の
勤務時間
日数・曜日

すべてすべて
相談OK!!相談OK!!

勤務開始日 勤務開始日 
ご希望にご希望に

応じます！応じます！

千歳・恵庭 派 介護補助スタッフ（紹介予定派遣）

時間・勤務日等、ご希望に応じて調整します！

恵庭市大町1丁目9-12

家事経験を活かして働きませんか？

合同会社すまいるくりえいと

仕　事▶ 入居者の見守り、食事提供サービス等
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給890円（深夜手当有）
時　間▶ 17:00～翌9:00（休憩4h）
勤　務▶ 週1日～OK ※シフト制 ※希望日応相談
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、車通勤可 

★長期勤務の方には退職金制度、団体保険加入有
勤務先▶ グループホーム笑家えにわ 

（恵庭市大町1丁目9-12）

★週1日～OK！

介護職員

まずはお気軽にお電話ください。
☎0123-25-6468

受付/
9:00～17:00
担当/安田

夜間のお仕事です

募
集

恵庭 パ 介護

★�シニア★�シニアのの方も�方も�
大歓迎!大活躍中!!大歓迎!大活躍中!!
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