
2022 年 1 月 21 日（金） ちゃんと9

仕　事▶�仕込み、調理、洗い場等
資　格▶�調理師免許（もしくは調理師専門学校等に�

在学中で調理師免許取得予定の方）
給　与▶月20万円〜
時　間▶�11:00〜23:00の間でシフト制
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

仕　事▶�接客、配膳、料理説明、片付け等
資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶時給1,050円
時　間▶�17:00〜23:00
勤　務▶週3〜5日程度
休　日▶日曜、祝日
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与

◆ 調理師（見習い） 正社員

正社員

◆ 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。

スタッフ募集!

千歳市幸町
2丁目3-2

千歳 正 調理ア ホール

アルバイト

アルバイト

※�場合により、恵庭市民会館での面接会は中止になる
ことがございます。ご了承ください。

面接会にお越しください！
【持ち物】 ・写真付き履歴書・黒ボールペン
●�各回とも開始時間の5分前までに�
会場へお越しください。�

千歳市泉沢1007-206ヤマト運輸株式会社　千歳ベース

ヤマト運輸株式会社ヤマト運輸株式会社　　千歳ベース千歳ベース

担当/�越川（こしかわ）☎0123-48-3812☎0123-48-3812

◆宅急便仕分け
資　格▶�未経験者・フリーター大歓迎、学生歓迎、高校生不可
給　与▶�表参照　　　　時　間▶表参照
勤　務▶�週3日〜�※応相談
待　遇▶�ヘルメット貸与、安全靴貸与、送迎バス有、�

車通勤可（時間外の場合交通費支給有）

仕分けスタッフ
募集!!

※�今回の募集は、高校生の方は対象外です。ご了承ください。

学生さん、主婦（夫）さん、フリーターさん、みんな大歓迎!!
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送迎バス乗り場MAP
�千歳ベースで日中開催の面接会には、
千歳駅裏（スノーショップ駐車場前）の
送迎バスをご利用可能です。�
（10時開催→9:12発、14時開催→13:12発）

❶16:00〜　❷18:00〜恵庭市民会館❶10:00〜　❷14:00〜　❸19:00〜千歳ベース
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千歳 ア 宅急便等仕分け作業

2月
単月もOK

2月･3月の
2ヶ月

勤務時間 送迎 時給
① 16:00〜19:00（実働3h） 千歳 1,100円

② 19:30〜23:00（実働3.5h） 千歳・恵庭 950円 22時以降1,188円

③ 19:30〜24:00（実働4.5h）� - 970円 22時以降1,213円

④ 19:30〜翌4:00（実働7.5h、休憩1h） 千歳・恵庭 970円 22時以降1,213円

⑤ 20:00〜24:00（実働4h） - 970円 22時以降1,213円

⑥ 20:00〜翌1:00（実働5h） - 1,000円 22時以降1,250円

⑦ 21:00〜翌1:00（実働4h） - 1,000円 22時以降1,250円

⑧ 21:00〜翌4:00（実働6h、休憩1h） - 970円 22時以降1,213円

⑨ 22:00〜翌4:00（実働5h、休憩1h） - 970円 22時以降1,213円

⑩ 23:00〜翌4:00（実働4h、休憩1h） 千歳・恵庭 1,000円 22時以降1,250円

仕　事▶�遊技場の閉店後清掃
資　格▶�未経験者歓迎、車通勤可、シニアも応募可
給　与▶1勤務1,700円
時　間▶��22:45〜24:00(1.25h)
勤　務▶�週2日〜
勤務先▶�千歳市清水町6丁目27-1

札幌市南区石山
1条9丁目1-3

まずはお気軽にお電話ください。
面接は勤務先の周辺で行います。

☎011-596-0731
㈱ビルカン

［受付］
9〜18時

1勤務1勤務1,7001,700円円
週2日〜OK！ ダブルワークOK！

千歳 パ 閉店後清掃

千歳市柏台南
1丁目1-9（株）

仕　事▶�おにぎり・お茶漬け・サンドウィッチ等の軽食�
作り、海鮮・お肉の弁当販売、簡単な盛付・洗浄等
の調理補助、レジ打ち・品出し等

資　格▶�未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎、�
ブランクOK、土日祝勤務できる方歓迎

給　与▶�時給930円〜 
※早朝7〜9時/時給1,030円〜 
※試用期間（最大3ヶ月）/時給910円

時　間▶�7:00〜20:50の間で実働5h〜�
※現在はコロナ禍の為8:00〜18:00の�
　時短営業です。

勤　務▶週4日〜　※希望応相談
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、昇給有、�

年末年始手当、制服貸与、正社員登用制度有
勤務先▶�お弁当処�美食千歳、ごちそうDELI、茶屋美食千歳

（新千歳空港国内線ターミナルビル2F）

☆新千歳空港内のお弁当屋さんです♪
☆難しい仕事はありません！
☆未経験者大歓迎♪
☆基本残業なし！

【受付/9時〜17時】　担当/羽根田（はねだ）
☎0123-49-3366

まずはお気軽にお電話ください。 

美食千歳

茶屋美食千歳

ごちそうDELI

早朝時給 1,030円〜販売・調理補助スタッフ
募集

千歳 ア パ 販売、調理補助
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グループホーム グループホーム 北のくにから北のくにから
〒061-1353　恵庭市島松本町4丁目8-25

㈲セカンドライフ

☎0123-37-2985まずはお電話ください。
担当/小野瀬

2020代代〜〜6060代代
みんな大活躍中!みんな大活躍中!

働き方働き方について、について、
遠慮なくご相談ください！遠慮なくご相談ください！

WワークやWワークや
夜勤のみも夜勤のみも
OKOK

◆介護スタッフ
仕　事▶�入居者様の生活のお手伝い�※残業ほぼなし
資　格▶�不問、未経験の方大歓迎、�

マンツーマンで指導させていただきます。
給　与▶�時給900円〜 ※試用期間/時給890円
時　間▶�①7:00〜16:00�②8:30〜17:30　�

③10:30〜19:30�
④17:00〜翌9:00（夜勤/月4〜5回有）�
※①〜④選択可（シフト制）�※休み希望は応相談

勤　務▶�週2〜5日�※日数応相談
待　遇▶�各社保完備、資格手当（試用期間後）、車通勤可、交通費

（月25,000円迄）実費支給、夜勤手当1回5,000円、�
処遇改善手当年3回別途支給、正職員登用制度有

恵庭 ア パ 介護

恵庭市北柏木町3丁目26
千歳市美々1292番地39号

恵庭営業所
千歳営業所

充実の好待遇！ 資格取得制度でスキルアップも！

仕　事▶�建設機械の軽整備、営業
資　格▶�高卒以上、未経験者歓迎、経験者優遇、要普免、

中型免許（入社後に会社負担にて取得）
給　与▶�月給205,805円+諸手当 ※昇給年1回有
時　間▶��8:00〜17:30（実働8h、シフト制）
休　日▶�日曜、祝日他、GW、夏季・冬季休暇�

※土曜日は隔週休み�
★冬季リフレッシュ休暇有

待　遇▶�各社保完備、昇給年1回、賞与年2回、�
交通費規定支給、車通勤可、諸手当（超過勤務、
通勤、営業、家族、住宅）有、資格取得制度有

勤務先▶�恵庭・千歳

軽整備 正社員募集営業

冬季リフレッシュ休暇有（5日～9日連続必取）

[履歴書送付先]
〒007-0824 札幌市東区東雁来4条1丁目1番37号
富士レンタル株式会社 管理部

☎011-786-5401
http://www.fujirental.co.jp/contact/お問合せフォーム

担当/鬼原（キハラ）

お電話にてご連絡の上、下記の住所まで写真付き履歴書を
郵送ください。書類選考後、試験日時等ご案内致します。

「Q人ナビを見ました」とお伝え頂くとスムーズです。
（メールの方は一言添えてください）

応 募

千歳・恵庭 正 軽整備、営業

電話連絡の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。担当/田仲
☎0145-26-2800 【受付】平日�9:00〜17:30

料理好き料理好きな女性に人気のお店！な女性に人気のお店！
一緒に働きませんか？一緒に働きませんか？

千歳市美々�新千歳空港国内線2Ｆゲート内
Green Pockets（北海道興農社）

仕　事▶�サンドイッチや惣菜パンの調理、盛り付け、食材の仕込み等。�
家庭料理の調理ができればOK！他、レジ打ち、品出し、ソフト
クリーム販売など。商品数が少なくシンプルなので、簡単です！

資　格▶�未経験者・経験者共に歓迎
給　与▶�時給920円〜 

※20:30以降は時給1,200円 
※試用期間（最大3ヶ月）/時給890円

時　間▶�7:30〜21:30の間で実働7.5h、休憩1h�
①7:30〜16:00�②10:00〜18:30�③13:00〜21:30

休　日▶��月8〜10日以上�★希望に応じます！
待　遇▶�各種社保完備、交通費規定支給、車通勤可（駐車場代補助有）、�

館内社員割引有、制服貸与、昇給有、有給休暇
勤務先▶�Green�Pockets（新千歳空港国内線ゲート内）

キッチン・販売キッチン・販売

★月収例/151,800円+交通費 
（時給920円×1日7.5h×月22日＋交通費）

◆感染症対策…�検温、除菌、アルコール消毒、マスク、手袋着用、�
健康管理のチェック（勤務時に表に記入します。）

未経験者未経験者
大歓迎!大歓迎!

スタッフ募集‼︎スタッフ募集‼︎

家庭料理が家庭料理が
出来ればOK!出来ればOK!

千歳 ア パ 調理、販売

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。【担当】田仲

仕　事▶�牛乳・ソフトクリーム等の販売、接客、品出し、レジ打ちなど
資　格▶�未経験者歓迎、経験者優遇、土日働ける方
給　与▶�時給900円〜 ※試用期間/時給890円
時　間▶�7:30〜16:00、10:00〜18:30、�

12:00〜20:30�※いずれも実働7.5h
休　日▶��月8〜10日（シフト制）�※勤務日・時間帯応相談
待　遇▶�各種社保完備、交通費規定支給（月上限25,000円）、車通勤可（駐

車場代補助有）、館内社員割引有、制服貸与、昇給有、有給休暇
勤務先▶�Milk�Stand�北海道興農社（新千歳空港国内線ターミナル2F）

Milk Stand 北海道興農社（北海道興農社）
千歳市美々�新千歳空港国内線ターミナルビル�2F

【Milk Stand 北海道興農社】
牛乳、飲むヨーグルト、カフェラテ、ソフトクリーム、 
ミルク系のお菓子を販売するミルク専門店です。

◆感染症対策…�検温、除菌、アルコール消毒、マスク、手袋着用、健康管理��
のチェック（勤務時に表に記入します。）

☎0145-26-2800【受付】平日�9:00〜17:30

未経験者未経験者
歓迎！歓迎！

販売販売スタッフスタッフ
新千歳空港内にあるミルク専門店♪︎ 

「フルタイムで働きたい！」
そんな女性に大人気のお店です★

千歳 ア パ 販売

� 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

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

アットホームで和やか 
な職場環境です♪

◆医療事務
仕　事▶受付業務
資　格▶経験者優遇
給　与▶時給1,000円
勤　務▶ 週2〜3日　※応相談�

※土曜勤務可能な方歓迎
時　間▶�月・土/8:30〜12:30�

火〜金/8:30〜17:30�
※上記の時間帯でシフト制、時間応相談

休　日▶�日・祝、GW、年末年始
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

午前・午後午前・午後どちらの勤務も可能な方歓迎！どちらの勤務も可能な方歓迎！

☎0123-29-7037 担当/髙橋

恵庭市黄金中央1丁目4-3
恵庭ふじたクリニック医療法人社団 健仁会

恵庭 パ 医療事務

Qua ity & Discount

365恵庭店
恵庭市黄金南
6丁目10番地4

まずはお電話でお問い合わせください。
後日面接日をご相談させていただきます。 

担当/採用係☎39-5555

◆レジ《学生歓迎》
時　間▶�①16:00〜21:00�
　　　　②17:00〜22:00
◆惣菜
時　間▶�8:00〜13:00

《共通項目》
給　与▶�時給899〜924円（学生/時給889円〜）
勤　務▶�日数・休日応相談
待　遇▶�有給休暇、制服貸与、雇用保険、交通費規定支給

日数・休日
応相談！ 

恵庭 ア パ レジ、惣菜
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