
2021 年 10 月 1 日（金） ちゃんと11

勤務先▶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▶�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889円〜（10月1日より改正 ※詳細は面談にて） 

※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!

千歳 パ 清掃

ブランクある方もご相談ください
仕　事▶�歯科衛生士
資　格▶有資格者
給　与▶�月給157,000〜200,000円 

※歯科衛生士手当を含む、能力・経験により優遇
時　間▶��9:30～18:30
休　日▶�水･日曜、祝日、GW、お盆、年末年始
待　遇▶�社保完備、昇給年1回、賞与年2回、皆勤手当（月1万円）、

歯科衛生士手当（月1万2千円）、交通費規定支給、�
車通勤可、制服貸与

医療法人社団 日本矯正歯科学会認定医

〒066-0062　千歳市千代田町6丁目41

まずはお電話のうえ、
写真付履歴書をお持ちください。

☎42-0187
担当/採用係

歯科衛生士歯科衛生士 募集!! 募集!!
千歳 正 歯科衛生士

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

〒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

パートパート
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。

スタッフスタッフ
募集中!募集中!

扶養内扶養内
OK‼︎OK‼︎

千歳 パ 野菜の選別・加工

清掃・厨房スタッフ募集清掃・厨房スタッフ募集

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900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930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）

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

増員募集!!増員募集!!
★ 経験者は経験により優遇!!★ 経験者は経験により優遇!!
★ 未経験で異業種から転職する方も歓迎!!★ 未経験で異業種から転職する方も歓迎!!

4tトラック、 
トレーラー運転手

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。
★面接は千歳営業所にて行います。

☎0123-28-2013 担当/採用係

千歳市泉沢
1007-158北宝運輸㈱千歳営業所

仕　事▶�4t箱車にて雑貨、住宅建材商品、サッシ、段ボール
等を千歳市内及び道内に配送する業務

資　格▶中型自動車免許、経験者優遇
給　与▶月230,000〜280,000円�

◆4tトラック運転手

仕　事▶�原木・製材・合板・アスファルト等を運搬する業務
資　格▶大型自動車免許、けん引免許
給　与▶月300,000円〜�

◆トレーラー運転手

時　間▶�8:00～16:20（休憩1h）�
※業務内容により異なります。

休　日▶�日祝他（月6～9日）、GW、お盆、年末年始
待　遇▶�各社保完備、賞与年2回、制服貸与、�

交通費規定支給、車通勤可、退職金制度有、�
試用期間3ヶ月

共
通
項
目

千歳 正 4tトラック、トレーラー運転手

千歳・恵庭 正 パ 理容師、美容師パ 受付

資　格▶理容師免許、美容師免許
給　与▶�正/月20〜30万円　パ/時給889円
時　間▶�9:00～19:00　�

※パート勤務時間等応相談
休　日▶�4週6休、火曜定休日、第2月曜日、GW、�

お盆、年末年始
待　遇▶�雇用・労災保険、有給休暇、車通勤可、�

無料P有、交通費規定支給（上限2万円迄）

仕　事▶�理美容室での受付、清掃・洗濯等の雑用、他
資　格▶�未経験者歓迎、千歳市在住の方大歓迎
給　与▶時給889円
時　間▶�9:00～18:30の間で実働5h～�※応相談
勤　務▶�週2～5日、シフト制�※土日のみも可（火曜定休日）
待　遇▶�雇用・労災保険、車通勤可、無料P有、�

交通費実費支給（上限2万円迄）

千歳店

恵み野店

担当/谷内

（事務所）

（携帯）

スタッフ募集スタッフ募集
ファミリーサロンリビエ 2店舗

千歳市花園5丁目6-7�エルドラード千歳
恵庭市恵み野西2丁目2

千歳店
恵み野店

ファミリーサロン リビエ

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-40-2331
☎0123-37-3262

090-3557-1111

◆受付スタッフ 千歳店

◆理容師 美容師千歳店 恵み野店

理容師・美容師▶︎資格を活かせる!
受付スタッフ▶︎未経験者歓迎!
ブランクがある方も大歓迎です!

※お問い合わせ　厚生労働省 北海道労働局 労働基準部　賃金室

時給 円889
効力発生年月日令和 年3 月10 日1

最低賃金が変わりました
最低賃金額

最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に
支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。

　北海道内で事業を営む使用者及び
その事業場で働くすべての労働者（会
社員、パート、アルバイト等を含む）に
適用される北海道最低賃金（地域別）
が次のとおり改正されました。

☎23-7667千歳市勇舞8丁目1-1
長都店 応募

[応募］希望の店舗に電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。担当/店長 ㈱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

応募恵み野店
恵庭市恵み野西3丁目1 ☎36-2980

千歳・恵庭 ア パ デリカ、青果、食肉

スタッフ募集!!

給　与▶�［一般］時給910円 
［学生］時給890円

時　間▶�8:00～12:30　　　
勤　務▶土、日

◆デリカ

給　与▶�［一般・学生］時給890円
時　間▶�8:00～12:30　　　
勤　務▶週4日

◆青果

給　与▶［一般・学生］時給890円
時　間▶��8:30～13:00（応相談）

◆食肉

給　与▶�［一般・学生］時給890円
時　間▶9:00～17:00（応相談）

◆青果

函館市新川町1-24　R4TM新川町 5F
株式会社スピード北海道
一般労働者派遣事業（派01-300425）�有料職業紹介事業（01-ユ-300238）

仕　事▶�製造装置の操作や検査等の�
軽作業

時　間▶���①8:30～17:00��
②20:30～翌5:00��
※状況による

勤　務▶�5勤2休もしくは4勤2休��
※シフト制

給　与▶��時給1,100円〜
期　間▶�3ヶ月更新（長期）
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、�

車通勤可（駐車場完備）
勤務先▶恵庭市戸磯

0120-095-0120-095-350350
まずはお気軽にお電話ください。 登録だけでもOK!

1日7.25h、月21日（夜勤60h、残業20h）勤務の場合…

月21万円以上可能

月収例
【
恵
庭
市
】プ
リ
ン
ト
配
線
基
板
製
造
・
検
査

恵庭 派 製造、検査

正社員2職種募集!!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭市住吉町
2丁目1-3富士交通㈱
担当/金田一☎0123-33-6271☎0123-33-6271

待　遇▶�社保完備、試用期間3ヶ月有《共通項目》

トラック
乗務員

〈正社員〉 仕　事▶�トラックでの配送業務
時　間▶�7:00～16:00��

※早出、時間外勤務有
勤　務▶�週5～6日�※シフト制
給　与▶�4t/月23万円〜 

8tクレーン付き/月25万円〜 
11tクレーン付き/月26万円〜

資　格▶�中型免許
時　間▶�日勤/8:00～17:00（実働8h）��

　　�※時間外勤務有�
隔日勤務/8:00～24:00�
　　　　�※早出・時間外勤務有�
※�日勤・隔日勤務のシフト制

休　日▶シフト制
給　与▶�月給15万円〜  

※売上により歩合給追加支給
資　格▶�普通二種以上�

ハイヤー
乗務員

〈正社員〉

女性も
活躍できる!

恵庭 正 トラック乗務員、ハイヤー乗務員

スタッフ募集!スタッフ募集!
長期で本店 北広島も 長期で本店 北広島も 
通勤可能な方歓迎!通勤可能な方歓迎!

◆厨房スタッフ
仕　事▶�アミューズメント施設内の厨房にて、�

簡単な調理業務
時　間▶�9:00～15:00�※応相談
勤　務▶週3～4日

給　与▶ 時給890円〜
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶�恵庭市恵み野西1丁目4�

北広島市中央3丁目6-1

共
通
項
目

◆清掃スタッフ
仕　事▶�店内清掃全般、（お客様周り）空き缶、�

ゴミ回収、トイレ、玄関等の清掃
時　間▶�①15:00～21:00　②18:00～23:00�

※①②選択可能
勤　務▶土日祝

まずはお気軽にお電話ください。 
面接には写真付履歴書をお持ちください。

☎36-4114パパーーララーー恵み野恵み野
恵庭市恵み野西1丁目4番 受付/平日9〜17時

時間時間
応相談応相談

恵庭・北広島 パ 厨房、清掃

●�●�送迎送迎や、や、住み込み寮住み込み寮など�など�
待遇面でのご相談も可能です。待遇面でのご相談も可能です。

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

アスクゲートノース

24時間受付OK！ お気軽にお電話ください。 0120-172-6420120-172-642

給　与▶時給1,000円〜
時　間▶�8:30～17:00（実働7h）
期　間▶�即日～11月下旬
休　日▶�土日祝�

※出勤日数相談可

★未経験者歓迎! 
★シニア活躍中! ★送迎有!

薬草の収穫・草取り、倉庫内選別

時給1,000円〜

即日〜11月下旬

《夕張市》

給　与▶�時給960円〜
時　間▶�8:30～17:15
期　間▶即日～長期
休　日▶�週休2日�※シフト制

★女性活躍中!

プラスチック製品の組立

時給960円〜

即日～長期

《千歳市》

給　与▶�時給1,500円〜
時　間▶�①8:00～17:15�

②16:00～翌1:15�
③0:00～9:15

期　間▶�即日～長期
休　日▶週休2日�※シフト制

★高時給のお仕事!

断熱材の製造

時給1,500円〜

即日〜長期

《千歳市》

給　与▶�時給930円〜
時　間▶�①8:00～17:00�

②9:00～18:00�
③10:00～19:00�
④12:00～21:00�
⑤18:00～翌3:00�
※①～⑤選べる固定勤務

期　間▶即日～長期
休　日▶週休2日�※シフト制

★未経験者歓迎!

パン製品の製造

時給930円〜

即日～長期

《恵庭市》

給　与▶�時給950円〜
時　間▶�7:00～翌3:00�

※シフト勤務
期　間▶�即日～更新制
休　日▶�シフト制

★派遣スタッフさんの 
送迎業務

送迎ドライバー

時給950円〜

即日〜更新制

《千歳市近郊》

給　与▶�時給950円〜
時　間▶�①5:00～14:00�

②7:00～16:00�
③8:30～17:30�
※①～③選べる固定勤務�
※残業の可能性有

期　間▶�即日～翌2月下旬
休　日▶土日

★新規求人! ★③送迎有!

洋菓子の製造

時給950円〜

即日〜翌2月下旬

《千歳市》

短期短期・・長期長期のお仕事あります!のお仕事あります!
1Rタイプも1Rタイプも
空きあります。空きあります。

WEB面接WEB面接も可能です。も可能です。
まずはお気軽にお問合せ下さい。まずはお気軽にお問合せ下さい。

採用決定から
勤務5日目にお米5kgプレゼント‼︎

☆登録時に☆登録時に10月1日号のQ人ナビ10月1日号のQ人ナビをを持参持参の方限定☆の方限定☆
先着
10名!!

千歳・恵庭・他 派 製造、収穫・草取り、倉庫内選別、組立ア 送迎ドライバー
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