
2021 年 11 月 5 日（金）ちゃんと 10

デザイナー募集

下記住所へ写真付履歴書をお送りください。

★未経験者も応募可！
★�もちろん、�
即戦力も大歓迎！

仕　事▶「Q人ナビ」「ちゃんと」の紙面・広告制作
給　与▶�月200,000円以上 ※経験により優遇
資　格▶�Illustrator・Photoshopを使える方�

（InDesign使用できれば尚可）�
★Webの知識がある方尚可

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、他4週6休（シフト制）
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ヶ月位有

☎0123-27-0911 《採用担当》葉多埜・髙橋
〒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

千歳 正 デザイナー

札幌市北区北7条西1丁目2-6■ビルメンテナンス業

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
千歳にて面接を実施します。 担当/熊谷

☎011-707-5228
協和総合管理㈱ 札幌支社

資　格▶経験不問（全力でお教えします。）
給　与▶�①時給950円〜  

②時給889円〜（試用期間3ヶ月有/同条件）
時　間▶�①8:30〜15:15（実働6h、休憩45分、多少残業有）�

②10:00〜14:00（実働3.5h、休憩30分、多少残業有）
勤　務▶�①週休2日制　②週4日〜（応相談）
待　遇▶�交通費規定支給、社保完備、�

制服貸与、有給休暇
勤務先▶千歳市幸町5丁目6-1

ホテルの ❶清掃責任者 ❷共用部清掃

車通勤OK

千歳 パ 清掃責任者、共用部清掃

★両方できる方募集 急募!!調理補助・宅配スタッフ

千歳市白樺
2丁目5-8

仕　事▶�厨房（惣菜・弁当調理補助）、宅配業務、清掃業務
資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許（AT可）、要普通免許（AT可）、�

経験者優遇
給　与▶�時給889円
時　間▶�7:00〜14:00、14:00〜19:00　�

※うち実働3h〜（応相談）
待　遇▶制服貸与、車通勤可（無料駐車場有）

えどやえどや 向陽台店

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎21-9103

千歳 ア パ 調理補助、宅配業務、清掃

事業許可番号/労働者派遣事業�派�13-010538�
有料職業紹介13-ユ-010554

千歳市幸町6丁目18-3 千歳駅前ビル2F
ランスタッド株式会社 千歳支店

（受付時間/9:00〜18:00）℡050-1744-6601

【契約社員】食器洗浄
仕　事▶�プラスチック食器やスプーン･�

フォーク類を洗浄機で洗い、�
拭いたものを食器ごとに選別して�
片付けるお仕事です。

時　間▶�①8:00〜17:00�
②9:00〜18:00�
（実働8h、休憩60分）�
※�①②いずれか時間固定の勤務に�
なります。ご希望をお伝えください。

給　与▶�時給1,000円 
（月収例：16万円〜可  
※月20日勤務の場合）

期　間▶�12月上旬頃〜長期（3ヶ月以上）�
※入社日はご相談ください。

休　日▶�シフト制による週休2日��
※休み希望制度有！

待　遇▶�各種社会保険完備、�
交通費規定支給、残業手当、�
無料駐車場完備�※詳細は面談にて

勤務先▶�新千歳空港

【契約社員】食器洗浄 千歳市

時給▶
時間▶ ①8:00〜17:00 ②9:00〜18:00 

（実働8h、休憩60分 ※①②いずれか固定勤務）
休日▶ シフト制による週休2日

1,000円

★おすすめポイント★
★ JR･バス通勤も便利！ 

交通費もしっかり支給いたします。
★マイカー通勤も安心！空港無料駐車場完備！
★ 当社社員が常駐！ 

就業後も安心のサポート体制。

千歳 契 食器洗浄

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

◆ 調理師

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

◆ ホールスタッフ

☎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
募集
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

共通
項目

千歳市幸町
2丁目3-2

千歳 正 調理、ホール

店 舗 仕 事 期 間 時 間 給 与 備考
青果 12/27〜31 8:00〜16:00（休憩1時間）時給1,100円 -

【水産】寿司製造

12/23〜26 7:00〜12:00

時給1,100円 -12/31
5:00〜13:00
（休憩1時間）

13:00〜17:00
さしみの盛り付け･パック 12/31 7:00〜11:00 時給1,100円 -

肉の盛り付け・品出し 12/22〜24 8:00〜16:00 
（休憩1時間） 時給1,000円 -

12/27〜31 -

オードブル盛り付け

12/24 7:30〜13:00 
（休憩30分） 時給1,100円 -12/25

12/24〜25 7:30〜16:00（休憩1時間） -
12/30 0:00〜6:30（休憩30分） 時給1,600円 高校生不可

【デリカ】寿司製造 12/31
5:00〜12:00 
（休憩1時間）

時給1,100円
いずれか
の時間 
でも可7:00〜15:00

9:00〜18:00
1/2 7:30〜13:00 -

【デリカ】年末商品の品出し 12/30〜31 7:30〜16:00 時給1,100円 -

【水産】寿司製造 12/31
5:00〜13:00
（休憩1時間） 時給1,100円 -

13:00〜17:00 -
さしみのつま盛り 12/30 3:00〜７:00 時給1,600円 高校生不可

肉の盛り付け・品出し 12/15
〜1/15 8:30〜13:00 時給1,000円 週4日程度

オードブル盛り付け
12/24 8:00〜12:00 時給1,100円 -
12/25 -
12/30 1:00〜5:00 時給1,600円 高校生不可

【デリカ】寿司製造 12/31
6:00〜15:00
（休憩1時間）

時給1,100円
いずれか
の時間 
でも可6:00〜10:00

10：00〜15：00
1/2 8:00〜12:00 -

《共通項目》�時　間▶表参照　給　与▶表参照　待　遇▶�制服貸与、マイカー通勤可（原付・バイク不可）

募集中募集中ですよ〜!!ですよ〜!!今年も!!
年末臨時アルバイト

☎26-6660

千歳市日の出1丁目1-66
千歳店

応募

応募
☎23-7667

千歳市勇舞8丁目1-1
長都店

学生さん大歓迎!!
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千歳 ア パ 店内業務

【千歳市美々】荷物の仕分け
期　間▶�即日〜長期
資　格▶�土日勤務できる方歓迎、�

自力通勤できる方
給　与▶�時給1,000円  

※22時以降/時給1,250円
時　間▶�20:00〜24:00（実働4h程度）
勤　務▶週2日〜�★WワークOK
待　遇▶�労災保険、週払い可、車通勤可、�

無料駐車場完備、服装自由

WワークOK!WワークOK!
1,0001,000円円

★服装自由! ★週2日〜OK!!

時
給

有限会社 ロジスパワー

まずはお電話ください。
写真付履歴書を持って面接にお越しください。

☎26-3570☎26-3570
080-5729-7602080-5729-7602（土日祝/千葉）

【受付/月〜金�9時〜18時】

千歳市東雲町
1丁目9-6

千歳 ア 荷物の仕分け

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900円
時　間▶�8:00〜12:00
勤　務▶月〜金の間で週4〜5日

◆清掃 《パート》
◉サッポロビール工場

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 

フルタイムフルタイム
扶養範囲内扶養範囲内

選択可選択可

清掃・厨房スタッフ募集清掃・厨房スタッフ募集
恵庭 パ 清掃、厨房（調理補助）

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)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

� 男女ともに活躍中!

(株)東洋実業 恵庭営業所
恵庭市黄金中央1丁目13-11��クレール黄金1F

応募 ☎33-8225 ［担当］
採用係

◆施設警備/車両の入出庫受付、簡単なPC操作有
時　間▶�①9:00〜18:00�②18:00〜翌9:00�

③9:00〜翌9:00�※シフト制
勤　務▶�月14日程度
給　与▶�月給170,000円以上
待　遇▶�社会保険完備、有給休暇、制服貸与、交通費規定支給
勤務先▶千歳市泉沢/TAA北海道会場

170170,,000000円円月月
給給

以上!!以上!!

千歳 契 施設警備

《全職種共通項目》
勤　務▶シフト制�※日数・時間はご希望をお伺いします。�
待　遇▶�各種保険完備(時間数による）、制服貸与、�

交通費規定支給、試用期間3ヶ月/同条件

◆調理補助
給　与▶ 時給950円
時　間▶�①4:00〜13:00（実働8h�※応相談）�

②8:30〜13:30（実働8h�※応相談）

◆食器洗浄
給　与▶ 時給950円
時　間▶�①9:30〜18:30（実働7h）�

②9:30〜16:00（実働5h）�
③12:00〜18:30（実働5h）　※①〜③選択OK�
④12:00〜18:00（実働4.5h）/土日祝

未経験者未経験者
OK！OK！

未経験者未経験者
OK！OK！

《勤務先》南恵庭駐屯地内隊員食堂

札幌市中央区南2条
西11丁目327-12-403協働美装㈱札幌支店応募 ☎011-215-8908

◆調理師（フルタイム）
給　与▶時給1,200円　　　　資　格▶調理師資格必須
時　間▶�①4:00〜13:00（実働8h）��

②8:30〜18:30（実働8h）�※①②選択可

◆調理補助
給　与▶�時給950円
時　間▶�①4:00〜13:00（実働8h�※応相談）�

②8:30〜18:30（実働8h�※応相談）�
③14:30〜18:30（実働3.5h�※応相談）

◆食器洗浄
給　与▶�時給950円
時　間▶�①9:30〜19:00（実働6.75h）�

②15:00〜19:00（実働3.5h）�
③9:30〜13:15（実働3.25h）�※他、時間応相談

未経験者未経験者
OK！OK！

未経験者未経験者
OK！OK！

《勤務先》北恵庭駐屯地内隊員食堂

★短時間勤務OK！

恵庭 パ 調理師、調理補助、食器洗浄
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ざんねんなざんねんな
-電話編-

これでばっちり!!これでばっちり!!

まずは働きたい気持ちを伝えて
みましょう！ 経験者なら給与面
で優遇されることがあります。
アルバイト・パートは勤務時間・
日数を調整して、たくさん働いて
稼ぐこともできますよ。

自分、正直に
生きてます！

応募者ずかん応募者ずかん

好きな言葉
自然体

NG度

自己中度

給
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ら

お
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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://peraichi.com/landing_pages/view/keisen-foods
お仕事紹介ページも是非ご覧ください！▼

資　格▶�未経験者歓迎、�
金・土に勤務できる方歓迎

時　間▶6:00〜15:00の間で応相談

◆野菜のカット等の加工業務

給　与▶時給900円
休　日▶�日曜、祝日、GW、お盆、年末年始　�

※野菜加工業務は�
　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、�
正社員登用制度有

共
通
項
目

未経験者
歓迎!

☎0123-40-1010 ［受付］
9〜16時

●まずはお電話ください。担当/大道寺

急募!急募!
資　格▶�要普通免許
時　間▶7:00〜16:00

◆青果部ルート配送業務

千歳 パ ルート配送、加工
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