
2022 年 3 月 18 日（金）ちゃんと 8

仕　事▶�北海道産のフルーツの販売業務全般、�
生フルーツ・カットフルーツ・フレッシュ
ジュース・フルーツ加工品、ソフトクリームな
どの販売・補充・レジ業務、商品の発送受付等

給　与▶�時給920円～ 
※試用期間3ヶ月/時給890円

時　間▶�7:30〜20:30の間で実働7.5h�※休憩1h�
①7:30〜16:00　②10:00〜18:00�
③12:00〜20:30

千歳 パ 販売ア パ 販売・調理

勇払郡安平町早来富岡210-20
受付/平日9:00〜17:30�
担当/田仲☎0145-26-2800

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

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！

給　与▶�時給920円～ 
※20:30以降は時給1,200円 
※試用期間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

資　格▶未経験者・経験者共に歓迎、フルタイム・土日勤務できる方歓迎、学生不可
休　日▶��月8〜10日　※シフト制
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、社員割引有、空港施設内割引有、制服貸与

（新千歳空港国内線ターミナルビル2F） （新千歳空港国内線ゲート内）
Green PocketsHOKKAIDO FRUITS 耕人舎HOKKAIDO FRUITS 耕人舎

共通
項目

千歳 派 ゼリーなどのお菓子製造・検査作業

エンパイアー 千歳支店
〒066-0077�千歳市上長都1050番地1

仕　事▶�一般クリーニングの仕上げ
時　間▶�9:00〜17:00�

★9:00〜16:00もOK！
勤　務▶�週4日以上（シフト制）
給　与▶�時給889円
待　遇▶�バス送迎有、交通費規定支給
勤務先▶�エンパイアー千歳支店

長期パ長期パーートト
募集中！募集中！
長期パート
募集中！

バス送迎あり!
働きやすい環境です。

電話連絡の上、写真付き履歴書を
お持ちください。委細面談にて決定致します。 

☎24-2126【工場内軽作業】担当/吉野

◆工場軽作業（仕上げ）スタッフ

千歳 パ 工場軽作業スタッフ

栄養士・清掃栄養士・清掃 スタッフ 
募集

給　与▶�月給165,000～230,000円 
★別途資格手当有

時　間▶�5:00〜19:00の間で実働8h�
(早番・遅番交替制）

勤　務▶週40h（シフト制、週休2日）

◆管理栄養士・栄養士 《正社員》/恵庭市
◉我汝会えにわ病院

◆清掃 《パート》/恵庭市

給　与▶�時給900円
時　間▶�8:00〜12:00
勤　務▶週3日〜OK（シフト制）
休　日▶日曜、祝日

◉我汝会えにわ病院

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》/恵庭市
◉サッポロビール工場

給　与▶�時給920円
時　間▶�①8:00〜17:00�②11:00〜20:00�

③11:00〜15:00�④16:00〜20:00
休　日▶日曜、祝日、他
勤　務▶シフト制�※応相談

◆清掃 《フルタイム/パート》/札幌市
◉我汝会さっぽろ病院

JR苗穂駅隣接JR苗穂駅隣接
JR交通費全額支給JR交通費全額支給

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

☎0123-34-0740応 募

株式会社道央環境センター 恵庭市本町27番地

恵庭・その他 正管理栄養士・栄養士パ 清掃

仕　事▶�新千歳空港近くのパーキング店で店舗⇔空港間のお客様の送迎を
していただくお仕事です。（マイクロバス乗員20名程度の運転）

資　格▶�大型もしくは中型限定解除免許�★年齢・性別不問！
時　間▶�早番/5:50〜13:50　遅番/13:50〜21:50�※各休憩75分
給　与▶ 正/月給150,000～250,000円 ※応相談 

ア/ 時給900円～ ※面接時に希望時給を申告してください。 
※経験･能力を考慮した上で決定いたします。

休　日▶��正/シフト制�
ア/週1日〜�※平日のみ･土日のみOK

待　遇▶�車通勤可、制服貸与、残業手当、各種研修制度有�
※各種社会保険は勤務時間により法定通り支給

勤務先▶苫小牧市美沢185-31（新千歳空港から車で約3分）

送迎ドライバー急募‼︎
「あなたに合ったお仕事、ココにあります！」
●�自動精算機導入で、ドライバーが�
精算業務や受付業務をすることはありません！

●�バス内には利用案内の動画が流れているので
ドライバーが案内する必要はありません!!�
接客が苦手な人でもご安心ください。

事前申告で
希望日休みOK

有給取得率
ほぼ100％

★まずはお気軽にお電話ください！

080-2860-0248 担当/野田【履歴書応募先】〒053-0054�苫小牧市明野新町2-23-23�㈱�I.D.M.ノースランド
新千歳空港イツモパーキング 書類選考なし 応募者全員面談 面接１回のみ

未経験者
大歓迎‼︎

苫小牧 正 ア 送迎ドライバー

スタッフ募集‼

(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

☎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。

仕　事▶�床面の拭き掃き、ガラス清掃、各室・シャ
ワー室・トイレなどの日常清掃業務

資　格▶不問、未経験者歓迎
給　与▶時給889円
時　間▶�8:00〜12:00　�

※13:00〜17:00も勤務できる方尚可
勤　務▶週3〜6日　※希望応相談
待　遇▶雇用保険、制服貸与、交通費規定支給
勤務先▶�千歳市開拓記念総合武道館�

/千歳市あずさ1丁目3-1

千歳 パ 清掃

清掃

20代20代
30代30代

40代40代
50代50代

70代70代

60代60代

▲スタッフの年齢構成（イメージ）▲スタッフの年齢構成（イメージ）

東洋ワークセキュリティ㈱千歳営業所
千歳市幸町3-15エレガンスビル4階

■警備事業（宮城県公安委員会認定第22000353号）

★全国に46営業所を展開！

60歳以上の方も多く在籍！

☎0123-29-3203

まずはお気軽にお電話ください。
面接時に写真付履歴書をお持ちください。

採用担当/清水

勤務先▶�千歳・恵庭市内、近郊　※現場への直行直帰可能�
例）�新千歳空港、�
道央自動車道恵庭↔千歳間での車両誘導等、�
他、現場多数

待　遇▶�交通費規定支給、社保完備（勤務による）、�
昇給制度有、賞与年2回、有給休暇、制服貸与、�
法定研修有（6日間・45h/40,005円支給）、�
入社祝い金最大15万円支給（規定有）

仕　事▶�お客様や車両の誘導等
資　格▶�18歳以上（省令2）、有資格者尚可
給　与▶�日給8,150～17,150円
休　日▶�週休2日（他会社カレンダーによる）
時　間▶�シフト制（実働8h）�

★日勤のみ、夜勤のみもOK!�
8:00〜18:00、21:00〜翌7:00他

◆ 【現場多数あります!!】常駐警備スタッフ

常
駐
案
件
多
数

元気に活躍中！

千歳・恵庭・他 契 ア パ 常駐警備スタッフ

本給/8,000円＋地域手当/150円＋ 
高速手当/9,000円＋残業手当2h分/2,500円

宿泊手当/1,800円が加算されるので、
（19,650円＋1,800円）×5日間

＝＝日給日給19,650円19,650円

＝＝合 計合 計107,250円107,250円

さらに！ 帯広の道東道で、 
5日間泊まりで勤務すると…

収入例 高速道路で勤務する場合（規制有）の最大日給

電話連絡の上、 
写真付履歴書をお持ちください。

期　間▶�4月中旬〜11月下旬まで
仕　事▶�ソフトクリーム・ドリンク・軽食の販売
給　与▶�一般：平日/時給950円 

土日/時給1,000円 
高校生/時給900円

時　間▶�9:00〜17:00の間で3〜7h�
（時間帯応相談）

勤　務▶�週2〜5日、1週間毎のシフト制�
（土日のみの勤務も可）

待　遇▶��無料送迎バス有（JR恵庭駅から）、�
交通費規定支給、車通勤可、�
食事補助制度有、制服貸与、労災保険、�
有給休暇制度有、65歳定年制

資　格▶�経験者・未経験歓迎、学生歓迎、高校生可
勤務先▶えこりん村内

自然に囲まれたカフェで自然に囲まれたカフェで
楽しくお仕事しませんか？楽しくお仕事しませんか？

☎34-7800
〒061-1421�
恵庭市牧場277-4

応 募

担当/藤原
【受付/9〜17時】

株式会社 アレフ

恵庭 ア パ カフェ接客スタッフ

［正職員］介護職員（入所）
資　格▶介護福祉士
給　与▶�月給150,000円～ ※別途夜勤手当支給 

★処遇改善手当支給（年3回）
時　間▶�①7:00〜15:30�②9:00〜17:30�

③11:00〜19:30�④17:00〜翌9:30
休　日▶�シフト制（年間休日120日以上）

[正職員]介護職員（通所リハビリ）
資　格▶介護福祉士
給　与▶�月給150,000円～ ★処遇改善手当支給（年3回）
時　間▶��8:45〜17:15
休　日▶�週休2日制�※シフト制（土曜営業）�

※祝日・年末年始（12/30〜翌1/3）はお休みです。

クリアコート千歳クリアコート千歳
千歳市桂木1丁目5-7千歳市桂木1丁目5-7

介護老人保健施設 介護老人保健施設 

職 員 募 集
医療法人 資生会

年間休日120日以上 事業所内保育施設あり

ホームページにて、
求人情報随時更新中♪

デイサービス陽だまりデイサービス陽だまり
千歳市桂木1丁目5-7千歳市桂木1丁目5-7

認知症対応型デイサービス認知症対応型デイサービス

［パート］送迎運転手
資　格▶�要普通免許（AT限定可）、ハイエースを運転できる方
給　与▶�時給950円
時　間▶�①8:30〜10:00�②15:30〜17:00�

★�①と②の間は自由時間です。�
ご帰宅頂いてもOK!!

勤　務▶�週3日（火・木・金曜日。祝日は勤務有）�
※年末年始（12/30〜翌1/3）はお休みです。

《全体共通項目》
待　遇▶�各種社会保険完備（勤務時間による）、交通費

規定支給、制服貸与、車通勤可、さぽーとさっ
ぽろ加入、昇給年1回、賞与年2回

医療法人 資生会 〒066-0067�千歳市桂木1丁目5-7

（クリアコート）澁谷☎27-3232☎27-3232電話連絡の上、写真付履歴書を下記住所へ送付ください。
お勤め中の方もまずはお電話ください。〈勤務開始日応相談〉

受付/平日（月〜金）9:00〜17:00

千歳 正 介護パ 送迎運転手

日本管財サービス株式会社千歳市青葉8-3-1

担当/高倉☎24-0800
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡

沼ノ端・早来方面からの通勤も可能！

仕　事▶�施設の入退場警備�
（車両・人の入構許可証の確認及び発行手続き等）

資　格▶�車通勤出来る方、定年者の方も歓迎
時　間▶�0:00〜24:00�

※6h勤務の4交代で月150〜160hの勤務
勤　務▶�シフト制（年中無休）
給　与▶�無資格/時給950円～ 

施設警備1級/時給1,030円～ 
施設警備2級/時給980円～ 
別途資格手当有/施設警備1級8,000円　 
　　　　　　　 施設警備2級5,000円 
※試用期間2ヶ月有/時給950円

待　遇▶�社保完備、雇用保険、有給休暇、�
交通費規定支給（上限12,000円）、�
退職金制度有（条件有）、制服貸与、正社員登用有

勤務先▶�新千歳空港貨物ターミナル

施設警備を 施設警備を 
やってみませんか！やってみませんか！

★定年の方も歓迎！★定年の方も歓迎！

千歳 契 空港警備

1,2501,250円円時時
給給

一般労働者派遣事業（派01-300285）
千歳市東雲町
1丁目9-6㈱マグナクルー

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

★随時面接致します。
【月〜金曜】9〜18時0120-357-337

080-5729-7602�（土・日曜、祝日）

［恵庭市戸磯］電子機器の部品製造 ★増員募集
仕　事▶�プリント配線基板検査・製造業務。素材の穴あ

けや、切断等、機械を使用した作業が中心です。
重労働はありません。

期　間▶�即日〜3ヶ月
資　格▶�未経験者歓迎、資格不問
給　与▶�時給1,250円 

※22時以降深夜割増（時給1,562円）
時　間▶�8:30〜17:00、20:30〜翌5:00�

※シフト制
勤　務▶�4勤2休または5勤2休（会社カレンダーによる）
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、無料P有、各社保完備

期間満了後期間満了後5万円5万円の報奨金支の報奨金支給！給！

製造製造
スタッフスタッフ

急急
募募 ★しっかり稼ぎたい方にオススメ!

★未経験者歓迎！

恵庭 派 部品製造


