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◆病院清掃/ 千歳市蘭越97-2  
※女子トイレの清掃有

時　間▶ ①8:00～12:00 ②13:00～17:00
給　与▶ 時給900円＋交通費規定支給
勤　務▶ 週4日程度 ※シフト制  

※日曜･祝日は休み ※希望休OK
待　遇▶車通勤可、制服貸与、休憩室完備

清掃員募
集

㈱清
せ い  ふ う  ど う

風堂 札幌市東区北16条東1丁目
2-15 グランメールアサヒ1F

採用係☎011-748-6868
まずはお気軽にお電話ください。

明るく、働きやすい、定着率の良い職場です!

車通勤可!

見学OK!

シニア・ 
WワークOK

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

勤務日数・休日応相談!!

学生アルバイト募集

◆レジ
時　間▶17:00～21:00
給　与▶ 時給889円～　　
勤　務▶週3日～
待　遇▶制服貸与

千歳 ア レジ　

毎週木曜日に

Q人ナビ携帯サイトで

新着情報を

チェックできるよ 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▶ 17:20～21:50（実働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
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 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!!
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

【同時募集】
夜勤専門ケアスタッフ

★1回20,120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6,960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!!

歓迎です！
2名
募集

千歳 契 ケアスタッフ

資格 経験 がなくても
経験者も
大歓迎!

札幌市中央区南22条西6丁目2-25 エムズ南22条 第3ビル4階
㈱クリーンコーポレーション総合ビル管理･労働者派遣事業

(派01-300248)

まずはお電話ください。面接は勤務先で行います。

勤務先▶北海道千歳市美々 新千歳空港国際線
仕　事▶ ホテルの温泉設備の 

設備監視・巡回・点検・修理等
資　格▶設備管理経験者優遇
給　与▶ 月200,000円～　 

※経験により決定
時　間▶ 8:00～16:30　 

※実働7.5h、休憩1h
勤　務▶週5日
待　遇▶各社保完備、交通費規定支給、制服貸与

0120-147-551《受付》平日9:00～18:00

設備員募
集

設備の監視･巡回･点検･修理

★ 無資格でもOK！ 
丁寧な研修があります♪

★経験者優遇!!安定の月給制！
★給与は経験に応じて決定

通勤に便利
駅直結!!

千歳 派 設備員

あなたの「好き！」を
活かしませんか？

営業募集

仕　事▶ 生活情報紙｢ちゃんと｣の広告・企画営業
資　格▶ 要普免、千歳・恵庭市内在住の方、エクセル操作できる方
給　与▶ 月220,000～420,000円
時　間▶ 9:00～18:00（休憩100分） 

※月曜日は若干の残業があります。
休　日▶日曜日、隔週土曜日 ※月6～8日 
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、昇給・賞与有（業績に

よる）、諸手当有、車通勤可、試用期間1～3ヶ月位有

千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

写真付履歴書（手書き）をご郵送ください｡
書類選考の上、後日ご連絡致します。

未経験
OK！

☎0123-27-0911

〒066-0073 千歳市北斗4丁目13-20

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

生活情報紙 「ちゃんと」 の営業スタッフを募集します。

千歳・恵庭 正 営業

皆勤賞1ヶ月休まず
がんばろう！

あ
り
‼

★ 他の配布地域もございます。詳しくはお電話でご相談ください！

年齢不問 短期OK

仕　事▶ 生活情報紙「ちゃんと」の折込・配布
資　格▶ 年齢不問（健康な方） ★短期もOK
給　与▶ 1部配布7.5円～ 

（ページ数により変動あり） 
＋チラシ折込手当＋増ページ手当+皆勤賞

勤　務▶ 毎週木・金曜（週1～2日）
時　間▶ 木曜/5:00～19:00　 

金曜/5:00～18:00 
の間で実働1～3h位（配布場所による）

配布員募集

千歳市北斗4丁目13番20号 ☎0123-27-0911応募
■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

長都駅前4丁目

富丘1丁目

稲穂4丁目

豊里2丁目

寿1丁目

北斗2丁目

信濃2･3･4丁目

新富3丁目

桂木1･3丁目

島松本町2丁目

島松仲町3丁目

恵み野南2丁目

恵み野西6丁目

中島町4丁目

黄金南1丁目

北柏木町1･2丁目

福住町2丁目

緑町1･2丁目

白樺町2丁目

千
歳
市

恵
庭
市

時　間▶ 月・火・水曜日/9:00～17:00の間 
（作業内容によって変動有、応相談）

　　　　木・金曜日/1地域、2h程度～
給　与▶ 時給900円　　
勤　務▶ 週4～5日 ※応相談
資　格▶ 年齢不問、車通勤できる方
待　遇▶ 交通費規定支給 ※委細面談にて 

折込チラシの仕分けや
チラシの荷受け火

月

水 チラシの折込、梱包

一週間の主な流れ

300軒程度で、配布地域はその都度変わります。
※詳細は面接の際にご説明いたします！

木

金
　　　　  の配布

自分の
ペースで
仕事が
出来るよ！

千歳・恵庭 委 ポスティングスタッフパ 業務スタッフ

短期アルバイト 即日▶翌1/3 ◆製造補助 ★期間中1日～OK!!
仕　事▶ ベルトコンベアを使用した盛り付け、箱詰め等のライン作業
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・ひげ等は禁止、 
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
有

◎上記期間以外の
　勤務も可能です！

募集!!

12/2▶12/24

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&年末年始特別キャンペーン！

生ケーキ専属
アルバイト
今年も大募集 ! !

★友達・親子での応募大歓迎！ ★クリスマス前の勤務ももちろんOK!

フリーシフトだから
期間中、数日だけでも

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

⑤12/1～12/31: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

42,000円今年もあります!! 
皆勤手当支給!! 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

920円時
給900円 ▼時

給12月
限定！

同時募集

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


