
2021年10月22日（金）ちゃんと 8

仕　事▶ 新千歳空港内の巡回、他業務
資　格▶ 普通(中型)免許、車通勤できる方
給　与▶ 月給160,000円～ ※深夜割増含む 

※資格手当有/10,000円迄
時　間▶ 日勤/7:30～16:30 

夜勤/16:30～翌7:30   
（シフト交替制）

休　日▶ 月7～9日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

制服貸与、正社員登用制度有

正社員登用有

新千歳空港で働きませんか?

空港施設
警備員募集!

北海道東急ビルマネジメント㈱
千歳・苫小牧営業所

〒066-0027 千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F

担当/
スズキ☎0123-22-1090

問合せだけでもOK、まずはお電話ください。

千歳 契 空港施設警備員

【製造】空気中の細かいほこりなどを除去した環
境の作業室。ほこりや髪の毛が混入しないよう
に、クリーンスーツを着用して作業する。出入口
にはエアシャワーを設置し、外部のほこりなどが
入り込まないように配慮されている。

クリーン
ルーム

知ってるようで、
 知らない

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許 ★二種免許取得養成制度有
時　間▶ 日勤:例/5:00～16:00　 

★5～8時の間に出勤し、 
　帰庫は出庫から10時間半後 
夜勤:例/18:00～翌5:00 　 
★18～20時の間に出勤し、 
　帰庫は出庫から10時間半後

休　日▶週休2日
給　与▶ 完全歩合制　日勤/月180,000円～　 

　　　　　　夜勤/月220,000円～　 
※入社後1年間は給与保証有(当社規定による）

待　遇▶  各社保完備、入社祝金制度（10万円/規定有）、 
制服貸与、退職金制度、車通勤可（駐車場完備）

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

担当/古瀬☎22-0866
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
勤務日は相談の上決定。希望収入をお聞かせください♪

タクシードライバー募集!

週休2日制
夜勤

日勤

月220,000円~
月180,000円~ 完全

歩合制

しっかり 
休める♪

千歳 嘱 タクシー乗務員

ヘルプサービスきずな 〒061-1424
恵庭市大町1丁目8-5

【担当】もんま
【受付】9～17時☎39-5100まずはお気軽に

お電話ください。

介護職員募集!!

要普通自動車運転免許

パート正社員 経験者優遇
パート希望は働きながらの
資格取得が可能です!

パートは
無資格
OK

パートは短時間も相談可

介護の仕事
 に興味のある方は是非!

働きながら、当社指定の学校で1ヶ月間
介護職員初任者研修を受講できます！

仕　事▶ 訪問介護の介護職員
資　格▶ 要普通自動車運転免許、介護福祉士（正社員のみ） 

★ パートさんは介護系の資格がなくてもOK！（当
社指定の学校で1ヶ月間の研修を受けられる方）

給　与▶ パ/ ［介護職員初任者研修修了］時給900円～ 
※無資格の方（介護職員初任者研修受講中）も同時給 
［介護福祉士］時給1,000円～

　　　　 正/月給166,000円～ 
※ともに経験年数により考慮致します。

時　間▶ 8:50～17:30 
※パートは上記のうち実働4h程度～（応相談）

待　遇▶ 労災保険、賞与年2回、通勤手当、昇給年1回 
 正職員には扶養手当、住宅手当、介護手当、社会保険有

恵庭 正 パ 介護

★3店舗ともに他部門も募集中です。

[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

Web応募
はコチラ

恵庭店

☎33-1122
恵庭市本町210

応募

給　与▶ ［一般］時給930円　［学生］時給890円
時　間▶8:30～13:00
勤　務▶週4日

応募

恵み野店
恵庭市恵み野西3丁目1

☎36-2980
Web応募
はコチラ

給　与▶ ［一般］時給930円　［学生］時給890円
時　間▶7:30～12:00 
勤　務▶週4日

Web応募
はコチラ

☎26-6660
千歳市日の出1丁目1-66

千歳店

応募

給　与▶ ［一般］時給936円　［学生］時給890円
時　間▶ 16:00～21:00
勤　務▶週2～3日

水産スタッフ
募集!

千歳・恵庭 ア パ 水産

《共通項目》
仕　事▶客室清掃
時　間▶ 9:00～15:00 

（1日3h～お好きな時間で勤務可能）
給　与▶時給1,000円
勤　務▶週2日～OK
待　遇▶ 社保完備（勤務による）、制服貸与、有給休暇

客室
清掃

千歳市ホテル2棟同時募集

スタッフ募集!!

高校生も
ご応募
ください！

札幌市中央区北2条西2丁目26番地　道特会館5F
0120-278-088C・TEC株式会社 札幌営業所

1,000円!!

千歳市千代田町3丁目13

JRINN千歳
勤務先❶ JR千歳駅のすぐとなり！

ベストウェスタンプラス
ホテルフィーノ千歳

JR千歳駅から徒歩5分！勤務先❷

千歳市末広6丁目

時
給学生さんも歓迎!!

扶養内勤務OK!!

即面接･即勤務OK!!

千歳 ア パ 客室清掃

★スタート前に、12月上旬予定の『お仕事説明会』に参加いただきます！ 早めの応募が安心です♬

  時給　

1,200円!!

12/31午後 現金払い制度有で
すぐに給料を受け取れます！

年末

超
仕　事▶ おせち製造に関わる作業 

（食材の盛込み、梱包・発送準備等）
資　格▶ 高校生、主婦（夫）歓迎、 

友達同士や親子での応募もOK
給　与▶ 時給1,200円
期　間▶ 12/26～30 

※上の①～④から期間をお選びください。
時　間▶ ［12/26～27］ 8:00～17:00 

［12/28～30］ 5:30～14:30 
※ 終了時間は状況により変動します。

毎年、高校生が大活躍～!!
《カンタン作業》 おせちづくり
作業の例⇒◎栗をのせる ◎いくらをのせる  ◎製品を箱につめる

短期
アルバイト 勤務期間はこちら↓からお選びください!!

5日間
❶12/26～30 

4日間
❷12/27～30

3日間
❸12/28～30

2日間
 ❹12/29～30

リピーターも
未経験者も

大・歓・迎

友達同士・
親子も
OK♪

担当/大西☎0123-34-6061
まずはお電話！ 随時面接いたします。

恵庭市戸磯616番地2
とんでん株式会社 恵庭工場

【恵庭・千歳・北広島】期間中、
毎日送迎バス運行します！

★通勤らくらく！

恵庭 ア 食品製造スタッフ 千歳・その他

 

派 ①ユニットバスの製造②プラスチック管の製造補助③電子部品の製造

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20 第12ふじやビル4F

清掃兼受付
スタッフ募集‼

急募

☎22-5280 採用係

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

給　与▶ 時給889円　 
※ 月収例/889円×7h×12日 
＝74,676円

時　間▶ 8:45～17:15　※実働7h
勤　務▶ 月12日（シフト制） 

※友引、元日はお休み
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、 

車通勤可（車通勤の方が通いやすい 
場所にあります。）

勤務先▶千歳市葬斎場/千歳市根志越1365

 主に施設の日常清掃、他、ペットの 
火葬受付やご遺族様への案内業務

千歳 パ 清掃、受付

24時間受付OK！ 
お気軽にお電話ください。 0120-172-642

給　与▶ 時給1,000円～
時　間▶ 9:00～17:00 

※短時間勤務相談可能
期　間▶即日～長期
休　日▶ 工場カレンダー 

※出勤日数相談可能

1,000

給　与▶ 時給1,500円～
時　間▶ ①8:00～17:15 

②16:00～翌0:00 
③0:00～9:15 
※3交替

期　間▶ 即日～長期
休　日▶週休2日 ※シフト制

1,500

給　与▶ 時給1,050円～
時　間▶ ①8:30～17:30 

②16:00～翌1:00 
③17:00～翌2:00

期　間▶ 即日～翌2月下旬
休　日▶土日

1,050
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千歳・恵庭・他 派 製造


