
2021年12月3日（金） ちゃんと13

保保育育補補助助

無資格・ 
未経験OK!

資　格▶︎無資格・未経験可、土日勤務できる方歓迎
時　間▶︎9:00～18:00　※応相談
給　与▶︎時給1,000円～
勤　務▶︎週4～5日　※平日のみも応相談
待　遇▶︎�各社保完備(条件による)、交通費規定支給�

(月1.5万円迄)、車通勤可�
☆残業・持ち帰り業務はありません。

千歳市柏台南1丁目2-1�千歳アウトレットモール･レラ内�区画1260

応募☎0123-29-6650
ぷらす保育園 ちとせRera園企業主導型

認定保育園

《受付》
8～17時

募集!!募集!!

千歳 ア パ 保育補助

年齢・性別不問!年齢・性別不問!
学生寮での調理業務

まずはお電話ください。

ジケイ・スペース株式会社
☎0123-36-2271

〒061-1373�恵庭市恵み野西2-2-11

恵庭 パ 調理

勤務先▶︎�恵庭ハイム/恵庭市恵み野西6-17-5
給　与▶︎�時給920円～
時　間▶︎�①6:30～9:30�②16:00～19:00�

③16:00～20:30
休　日▶︎�日曜・祝日、他シフトによる�※春・夏・冬休み有
待　遇▶︎�交通費規定支給、車通勤可、有給休暇有 勤

務
先

国際線
ターミナルビル

新千歳空港
ターミナルビル

◀至 千歳市街 至 苫小牧▶
P

空に一番近い空に一番近い
仕　事▶︎�SS業務全般、配送業務
資　格▶︎�年齢不問、要普免（AT限定不可）、�

危険物資格所持者（丙種または乙種第4類）
給　与▶︎月給190,000円
時　間▶︎��6:30～19:15の間で実働7.75h
休　日▶︎�月8～9日
待　遇▶︎�社保完備、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可、

有給休暇（入社6ヶ月後より付与）

千歳市美々�新千歳空港内

電話連絡のうえ、
写真付履歴書をお持ちください。
詳細は面談にて。
☎45-2301

千歳空港
モーターサービス㈱

担当/総務課　受付/9:00～17:30

スタンドで働きませんか？スタンドで働きませんか？

千歳 嘱 SSスタッフ

給　与▶︎��時給900円～�※高校生/時給889円～�
※試用期間1～3ヶ月有/時給889円

時　間▶︎�10:30～20:30の間でシフト制�
例）11:00～14:00、17:00～20:00等

勤　務▶︎週1日～OK
待　遇▶︎�交通費規定支給、昇給有、制服貸与、正社員登用制度有

☎46-2221応募

かまど円山�新千歳空港店
千歳市美々新千歳空港ターミナルビル3F

担当/さいとう

★�ランチのみ、ディナーのみ等、�
シフトは応相談！

★�扶養内勤務もOK‼︎

ホール･キッチンホール･キッチン
スタッフ募集スタッフ募集

千歳 ア ホール、キッチン

共
通
項
目

応募
社会福祉法人
千歳福祉会

〒066-0066
千歳市大和4丁目2-1

採用担当/中尾�
（受付/9:30～17:30）

介護職員募集正職員･準職員

準
職
員

資　格▶︎介護職員初任者研修修了者（ヘルパー2級）必須
給　与▶︎�月154,250円～��

+夜勤手当（10,000円/回)�
※賞与年2回（2.55ヶ月分）�
※介護福祉士手当5,000円

夜勤の可否
対応可能!

資　格▶︎�介護福祉士（実務経験5年以上）
給　与▶︎�月160,000円～�

+夜勤手当�4,428円/回�
+資格手当�5,000円�
（年齢・経験に応じて支給）�
※賞与年2回（3.4ヶ月分）

正
職
員

扶養・住宅・
寒冷地手当
支給

☎0123-49-6805☎0123-49-6805

施設の雰囲気や仕事内容、待遇等知りたい事、
お話しさせて頂きます。当法人が気になる方‼

まずはお気軽にお電話ください！

仕　事▶︎入居者様の介護・生活介助・生活部門の整理等
時　間▶︎�日勤/7:00～19:00（実働8h、休憩1h）�

夜勤/�17:30～翌9:30（実働14h、休憩2h）��
※月4～5回

休　日▶︎�週休2日制�※年間休日120日
待　遇▶︎�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、有給休暇有�

処遇改善手当81,000～100,000円（偶数月支
給）、退職金制度（共済会あり）

勤務先▶︎�特別養護老人ホーム　暢寿園�
（千歳市富丘2丁目7-5）

特別養護老人ホーム やまとの里（千歳市大和4丁目2-1）
のスタッフも同時募集!

千歳 正 準 介護職員

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

◆正社員
時　間▶︎基本9:00～18:00�※早出、遅出有
給　与▶︎高校新卒/月給171,730円
　　　　25歳以上、大学新卒/月給201,170円
　　　　※残業手当、深夜割増手当（経験・能力等を考慮）
　　　　※委細面談
休　日▶︎�年間105日、月8～10日��

※月の勤務日数による

恵庭市戸磯201-20㈱デザートランド 北海道工場

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡「Ｑ人ナビを
見た」とお伝えください！お気軽にお電話を！随時受付♪

応 募 ☎0123-34-0800☎0123-34-0800

【パート】 ◆洗浄・荷受け ◆製造 ◆衛生
時　間▶︎�①9:00～18:00（8:00～17:00）�

②9:00～18:00
給　与▶︎�時給970円
勤　務▶︎シフト勤務可能

恵庭 正 ア 製造パ 洗浄、荷受け、製造、衛生
【正・ア】 洋生菓子の製造全般 

（商品の仕分け・出荷作業、製造準備等も有）

長期長期

◆アルバイト
時　間▶︎�①17:00～22:00��

②7:00～12:00
給　与▶︎�時給1,050円
勤　務▶︎�月12～15日�※年中無休のため、シフト制

長期長期

資　格▶︎�未経験歓迎
待　遇▶︎�各社保険完備（勤務時間による）、昇給年1

回、有給休暇制度、産後休暇、育児休暇、制服
貸与、車通勤可、交通費規定支給、�
正社員のみ賞与年2回、�
退職金制度（勤続5年以上が対象）

全
体
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900円
時　間▶︎�10:00～14:30（実働4.5h）
勤　務▶︎月～金

◆レストランホール 《パート》
◉えにわステーションホテル

給　与▶︎時給930円
時　間▶︎18:00～22:00　
勤　務▶︎週3日～OK（シフト制）　　休　日▶︎土日祝

◆清掃（手術室） 《パート》
◉我汝会えにわ病院

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

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

恵庭 パ 清掃、厨房（調理補助）、ホールスタッフ

扶養内
勤務可能

未経験者
歓迎♪

主婦（夫）･フリーターOK!!

仕　事▶︎�接客・レジ業務、品出し・陳列等店舗業務全般
資　格▶︎�未経験者歓迎、資格不問、�

主婦（夫）･フリーター歓迎、扶養内勤務可
給　与▶︎�時給960円～
時　間▶︎�ユニクロ/7:45～20:15�

フライヤーズ/9:45～20:15�
�1st�HOKKAIDO/7:15～21:15�
※上記時間内で実働4～7.5h（応相談）

休　日▶︎�月7～15日�※応相談
待　遇▶︎�各社保完備、交通費規定支給（上限45,000円迄)、�

社員割引有、社員登用制度有
勤務先▶︎�新千歳空港内�

「ユニクロ」「フライヤーズ」「1st�HOKKAIDO」 千歳市美々�新千歳空港内ターミナルビル5F

株式会社 えんれいしゃ 
新千歳空港事業所

まずはお気軽にお電話ください。 

☎0123-46-5312 担当/小野

新千歳空港内の新千歳空港内の フライヤーズ 1st HOKKAIDOユニクロ

販売販売スタッフスタッフ急募!!急募!!長期

千歳 ア パ 店内業務 

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】食器の洗浄
仕　事▶︎�プラスチックカップやスプーン・

フォーク類を洗浄機で洗い、拭いた
ものをそれぞれ片付けます。

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。�
ご希望をお伝えください。

給　与▶︎�時給1,000円�
（�月収例：16万円以上可��
※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、千歳市内�
無料送迎有　※詳細は面談にて

勤務先▶︎�新千歳空港

【契約社員】食器の洗浄 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

★20～60代の幅広い年齢層が活躍中!�
　洗って･拭いて･片付ける。�
　難しい仕事はありません。

年内にオシゴト決めちゃおう!�
残り枠わずか！若干名募集

千歳 契 食器の洗浄

スーパーアークス
長都店

【水産】寿司製造 12/31 5:00〜13:00
（休憩1時間）

時給 
1,100円 6名募集

さしみ製造 12/31 7:00〜12:00 時給 
1,100円 2名募集

オードブル製造 12/31 6:30〜12:00 
（休憩30分）

時給
1,100円 5名募集

スーパーアークス
千歳店

【水産】寿司製造 12/31
5:00〜14:00
（休憩1時間）

時給 
1,100円〜
13:00〜
時給1,200円

30名
募集13:00〜17:00

品出し 
（デリカの品出しや 

パック詰め作業、 
製造のお手伝い）

週4日程度
1月まで

7:00〜10:00
時給 

1,000円

1名募集
8:30〜16:30 2名募集

12/11 
　　12

8:00〜16:00
（休憩1時間） -

ビッグハウス恵庭店 オードブル製造 12/31 5:00〜8:00 時給 
1,100円 6名募集

ラルズマート島松店 オードブル製造 12/25 7:00〜12:00 時給 
1,000円

1名募集
12/31 6:00〜10:00 2名募集

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）

共通
項目

ご応募はご応募はお早めに〜お早めに〜年末・年始臨時 
アルバイト

応募 ☎23-7667
千歳市勇舞8丁目1-1

長都店

応募 26-6660
千歳市日の出1丁目1-66

千歳店

学生さん大歓迎!! Web応募
はコチラ

［応募］ご希望の店舗に電話連絡の上、履歴書をお持ちください。（担当/店長）

応募 31-1122

恵庭店

恵庭市本町210

店 舗 仕 事 期 間 時 間 給 与 人数

㈱ラルズ�札幌市中央区南13条西11丁目2-32

応募 39-7777

島松店
恵庭市島松旭町1丁目1-1

千歳・恵庭 ア パ 店内業務

〒066-0056�千歳市白樺2丁目5-12北海道純馬油本舗（株） ☎0123-48-4711
写真付履歴書をご郵送ください。 問合せ

仕　事▶︎�馬油を原料とした基礎化粧品の製造
給　与▶︎�時給900円
時　間▶︎9:00～13:30
勤　務▶︎�月～金の間でシフト制
待　遇▶︎�雇用・労災保険

仕　事▶︎�馬油を原料とした基礎化粧品の製造、原料の�
発注・在庫管理、出荷作業（重量物の取扱有）

資　格▶︎簡単なPC操作可能な方（Excel、Word、メール）
給　与▶︎�月178,000～197,500円�※固定残業代含む
時　間▶︎�8:00～17:00�※9:00～18:00の場合も有�

※月15h程度時間外の可能性有
休　日▶︎�シフトによる週休2日、GW、お盆、年末年始��

※年間休日120日
待　遇▶︎�各社保完備、試用期間2ヶ月（同条件)

正社員 パート

製造スタッフ募集!

資　格▶︎�未経験者歓迎、要普通自動車免許、�
学歴・経験不問

待　遇▶︎�交通費規定支給、車通勤可、�
無料駐車場有、従業員割引有

共
通
項
目

元気な方
歓迎!

学歴･経験
不問！

千歳 正 パ 製造


