
2021 年 12 月 10 日（金） ちゃんと11

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

さしみ製造補助 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

20名
募集

デリカ品出し 週4日程度
翌1月まで 7:00〜10:00 時給 

1,000円 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

いよいよいよいよ最終募集〜最終募集〜年末・年始臨時 
アルバイト

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）

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

千歳 ア パ 店内業務

☎26-6660☎23-7667
千歳市日の出1丁目1-66千歳店

応募応募
千歳市勇舞8丁目1-1長都店

小学生から高校生のお子様がいる方には

子育て支援金支給 

（1日500～700円　※規定有）

終学相談室/2名募集 今秋OPENしました

勤務先▶ユアホール向陽台/千歳市文京3丁目1
仕　事▶ 新しくオープンした新施設での広報宣伝 

活動、各種催事のご案内、テレアポ等
時　間▶ 10:00～15:00　※実働4h
休　日▶土日祝

葬祭フロント事務/1名募集
勤務先▶千歳シティホール/千歳市北信濃871-19
仕　事▶ 電話対応、伝票作成、発注業務、他
時　間▶ 9:00～18:00　※実働5h程度
休　日▶土日

ホールスタッフ・フロント事務/各1名募集
勤務先▶ ベルクラシックリアン平安閣 

千歳市錦町4丁目9
仕　事▶ ホール/接客、配膳、片付け 

フロント/電話対応、伝票作成、発注業務、他
時　間▶ 10:00～18:00　※実働5h程度
休　日▶週2～3日 （土日休みも相談可）

《共通項目》
資　格▶要普通免許、未経験者・経験者ともに歓迎
給　与▶時給1,000円　※試用期間2ヶ月/同条件
待　遇▶ 各種保険完備、制服貸与、通勤手当、車通勤可、

有給休暇、社員登用有、子育て支援金支給

千歳 パ 広報宣伝活動、フロント事務、ホールスタッフ

〒066-0064 千歳市錦町4丁目9番地
（株）マリアージュインベルコ千歳支社 採用担当宛 

(リアン平安閣)

(採用担当部署直通)
☎0123-26-1163

080-4415-2765

電話連絡の上、写真付き履歴書を持参 
もしくはご郵送ください。

パートスタッフ パートスタッフ 
4職種募集!4職種募集!

【履歴書郵送先】

★扶養内勤務可能★扶養内勤務可能
★勤務時間や休日は応相談★勤務時間や休日は応相談

セブン-イレブンジャパン向けパンの
製造をしている会社です。

★キレイで清潔な環境！ ★冷暖房完備！

土日
休み

パンのパンの
社内販売社内販売
あり♪あり♪

◆恵庭工場（恵庭市恵南1番地）
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶ 9:00～18:00、18:00～翌3:00
給　与▶ 時給890円～+交通費規定支給 

※22:00～翌5:00/深夜手当有
休　日▶ 土日 ※他2ヶ月に1回工場指定の休日有
待　遇▶ 各種社会保険完備、 

有給休暇有、制服貸与、 
昇給有（人事考課による）、 
車通勤可、交通費規定支給

パン製造パン製造  
スタッフ募集!スタッフ募集!

株式会社エフビーエス
〒061-1411　恵庭市恵南1番地恵庭工場

☎34-6866
まずはお気軽にお電話ください。

受付/9～17時 
担当/大松

恵庭 パ 製造

急 募 介護職員介護職員 土日休み土日休み

服装自由服装自由利用者様急増利用者様急増のためのため増員増員募集！募集！
あなたの力を貸してください！あなたの力を貸してください！

時給時給900900円円

恵庭市本町146 
デイサービスデイサービスおしゃべりサロンおしゃべりサロン

仕　事▶ 利用者様とのお話し、レクリエーション
資　格▶経験者優遇 　　 
給　与▶時給900円～ ※実務経験により決定
時　間▶  9:00～12:00
勤　務▶応相談　　　休　日▶ 土･日曜
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎33-0211受付/8～17時  担当/小松

恵庭 パ 介護職員

お仕事で使
う

お仕事で使
う

アレアレってなってな〜〜んだんだ？？ ケ
ー
キ
屋
さ
ん
の

ア
ラ
ザ
ン

砂糖とデンプンを混ぜ合わせ
粒に加工して食用銀粉で覆っ
た製菓材料。

名前の由来はフランス語で銀を表す
｢argent（アルジャン)｣から。

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▶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

恵庭 パ 清掃

仕　事▶新築・中古の住宅・アパートの清掃
資　格▶未経験者歓迎
時　間▶ 8:00～17:00 ※グループで作業します。 

①5h程度で、週3日以上働ける方（パート） 
②フルタイムで働ける方（正社員）

給　与▶ ①時給950円  
②月給15～16万円 ※ボーナス有

勤　務▶月～土 ※要相談

◆千歳・恵庭・苫小牧近郊（正社員・パート）

《共通項目》
待　遇▶ 労災保険、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可

親切･丁寧に指導いたしますので未経験者でも安心！

清掃員募集清掃員募集

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☎ 24-0800応募

千歳・恵庭・他 正 パ 清掃

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▶ ①13:30～21:50（実働3～4.5h） 

②17:20～21:50（実働4.5h）
給　与▶時給900円～ ※17:20～は時給960円
勤　務▶シフト制 ※時間日数要相談 ※年中無休

◆千歳乃湯 えん（千歳市真々地3丁目）（パート）

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！▼

【勤務時間例】
6:00～9:00、
9:00～14:00等

資　格▶ 金・土に勤務できる方歓迎。 
経験がなくてもできる 
仕事です。

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

勤務開始日
応相談!!

☎0123-40-1010 ［受付］
9～16時

●まずはお電話ください。担当/大道寺

長期歓迎長期歓迎

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 加工、ルート配送

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?

空港施設空港施設
警備員警備員募集!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

【共通項目】
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

【正社員のみ】昇給年1回、賞与年2回
まずはお気軽にお電話ください。 

☎011-747-1161
北海道物産 株式会社

受付/9～17時
担当/西浦
札幌市北区
北28条西4丁目

ア
ル
バ
イ
ト
・
正
社
員
募
集

千歳 正 ア 検品、仕分け、品出し、ピッキング

◆新千歳空港国内線ターミナルビル2F 「北海道物産」

仕　事▶ 倉庫内での検品、商品の仕分け・品出し等
資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許
給　与▶ 月160,000～240,000円
時　間▶ 6:00～15:00、9:00～18:00、 

12:00～21:00 ※実働8h
休　日▶月9日

正社員

勤務開始日勤務開始日
応相談応相談

仕　事▶ 倉庫内での商品のピッキング、 
店舗での品出し

資　格▶ 未経験者歓迎、 
学生可（高校生も可）

給　与▶時給1,000円
時　間▶ 6:45～21:00の間で実働3h～  

※シフト制、週1日～（応相談）

アルバイト

学生さん学生さん
大歓迎大歓迎

週1日～週1日～
OK♪OK♪

期　間▶2022年1月中旬～長期
仕　事▶ プリントの採点、指導の補助、他
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶時給900円
時　間▶  14:00～19:00の間で実働2h程度～  

※応相談
勤　務▶ 月・木
待　遇▶ 車通勤可

千歳市みどり台南3丁目14-19 みどり会館内

まずはお気軽にお電話ください！

090-1381-7188
公文式 みどり台教室

受付/10～17時
担当/川口

公文式教室OPEN!!

新規スタッフ募集
子ども好きな方大歓迎！

千歳 パ 採点スタッフ

WEB面接も可能です。まずはお気軽にお問合せください。

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1,050円～
時　間▶ ①8:30～17:30 

②15:00～翌0:00 
③10:30～19:30 
④11:30～20:30

期　間▶即日～翌2月中旬
休　日▶ 土･日曜 

（工場カレンダーによる）

洋菓子の製造

時給1,050円〜
即日〜翌2月中旬

《千歳市》

★①は送迎有
給　与▶ 時給1,000円～
時　間▶  9:00～15:00 

（実働5.5h）
期　間▶長期
休　日▶ シフト制 

（相談可能）

★土日出勤可能な方大歓迎!

ホテルの客室清掃

時給1,000円〜
長期

《千歳市》

千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F
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

給　与▶ 時給1,100円～
時　間▶ 17:00～翌0:00 

のうち実働5h以上 
※相談可

期　間▶ 即日～12月末 
（更新制）

休　日▶ シフト制 
（週3日以上の勤務）

★勤務時間･日数相談可！

居酒屋ホールスタッフ

時給1,100円〜
即日〜12月末（更新制）

《千歳市》

給　与▶ 時給1,000円～
時　間▶ ①12:00～21:00 

　（残業の可能性有） 
②8:00～17:00 
※①②どちらか選択可

期　間▶長期
休　日▶ 日曜、祝日 

（土曜出勤の可能性有）

★事前見学有

パスタ･コロッケ製造･検品

時給1,000円〜
長期

《恵庭市》

給　与▶ 時給1,060円～
時　間▶ 8:00～17:00 

※ 13:00～17:00 
も相談可

期　間▶即日～翌2月末
休　日▶ 土･日曜、祝日

★運転業務

備品の配送業務

時給1,060円〜
即日〜翌2月末

《千歳市》

給　与▶ 時給960円～
時　間▶ 8:30～17:15
期　間▶即日～翌3月末
休　日▶ 土･日曜、祝日

★女性活躍中

プラスチック製品の組立

時給960円〜
即日〜翌3月末

《千歳市》

★登録時に12月10日号の
Q人ナビを持参の方限定

先着先着
10名!!10名!!

アスクゲートノース
★�勤務開始日の相談可能！�
1月からのスタートもOK!!オススメオススメ求人!求人! お米5kgプレゼント!

採用決定から勤務5日目に

千歳・恵庭 派 清掃、製造、組立、ホールスタッフ、配送、検品


