
2022 年 3 月 25 日（金） ちゃんと13

千歳市幸町
2丁目3-2☎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。

◆ ホールスタッフ アルバイト

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 

※22時以降深夜割増有
時　間▶ 17:00〜23:00の間 

※予約状況による
勤　務▶週3〜5日程度
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与

◆ 洗い場・調理補助 パート

仕　事▶洗い場・簡単な調理補助等
資　格▶ 主婦（夫）歓迎、未経験者歓迎
給　与▶ 時給950円 

※22時以降深夜割増有
時　間▶ 17:00〜23:00の間 

※予約状況による
勤　務▶週3日程度 
待　遇▶交通費規定支給

ホールスタッフホールスタッフ

スタッフ募集
洗い場・調理補助洗い場・調理補助

未経験者歓迎！未経験者歓迎！

千歳 ア ホールパ 洗い場・調理補助

《共通項目》
仕　事▶客室清掃
時　間▶ 9:00〜15:00 

（1日3h〜お好きな時間で勤務可能）
給　与▶時給1,000円
勤　務▶週2日〜OK
待　遇▶ 社保完備（勤務による）、制服貸与、有給休暇

客室清掃客室清掃
千歳市ホテル2棟同時募集

スタッフ募集!!スタッフ募集!!

札幌市中央区北2条西2丁目26番地　道特会館5F
0120-278-0880120-278-088C-TEC株式会社 札幌営業所

勤務先勤務先

JRJRINN千歳INN千歳❶ JR千歳駅のすぐとなり！
千歳市末広6丁目

❷ベストウェスタンベストウェスタンプラスプラス
ホテルフィーノ千歳ホテルフィーノ千歳

千歳市千代田町3丁目13
JR千歳駅から徒歩5分！

時
給1,000円!!

高校生高校生もも
ご応募ご応募
ください！ください！

学生さん学生さん
も歓迎!!も歓迎!!

扶養内扶養内
勤務OK!!勤務OK!!

即面接即面接･･
即勤務即勤務OK!!OK!!

千歳 ア パ 客室清掃

パート 共済推進スタッフ

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。 
ルート配達スタッフは運転適性検査有。

【受付】 月〜金/9〜21時 
土/9〜18時 ※日曜日休み☎0120-502-112

「トドック」の利用者様へ「コープ共済」の電話案内や
加入希望者のお宅に車で訪問してご説明・手続きをするお仕事です。

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許（免許取得後1年以上）
時　間▶9:00〜18:00
勤　務▶週5日　※出勤時間要相談 
休　日▶土曜、日曜
給　与▶ 時給1,034円 

※祝日勤務は時給＋30円 
※試採用期間3～4ヶ月/時給1,009円

待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、有給休暇、車通勤可

�顔なじみの「いつものお客様」に生協のサービスをお届けす
るお仕事です。★普通免許でOK！�1.5tトラックを使用。

資　格▶ 要普通免許（免許取得1年以上、AT限定可） 
※長期勤務出来る方

時　間▶8:30〜17:30
勤　務▶ 月〜金曜（週5日勤務） ※週40h（変形労働時間制）
休　日▶原則土・日曜
給　与▶月給200,000円～
待　遇▶  交通費規定支給、制服貸与、有給休暇、 

車通勤可、社保完備、慶弔見舞金等共済会、昇給有

体験同乗体験同乗
OK!OK!

契約社員 ルート配達スタッフ

■生活協同組合　〒066-0077 千歳市上長都3-1
コープ宅配システムトドック千歳センター

千歳 パ 共済推進スタッフ契 ルート配達スタッフ

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

千歳市北陽1丁目2-1フードD365千歳店
担当/加々谷☎27-5370

給　与▶ 時給899円（学生/時給889円～）
勤　務▶週3〜4日
待　遇▶ 雇用保険（勤務時間により加入）、 

有給休暇有、制服貸与

共
通
項
目

Qua ity & Discount

勤務日数・休日応相談!!
スタッフ募集！

◆レジ◆レジ 学生アルバイト強化募集！

◆精肉◆精肉
時　間▶ 17:00〜21:00

時　間▶ ①8:00〜13:00  
②12:00〜17:00 ※選択可

千歳 ア パ 店内業務

急募!急募!

月収例（食肉の脱骨）
千歳からの通勤で
扶養家族2名、
残業月5hの場合

30万円以上可能！

月収例（食肉の整形等）
千歳からの通勤で
扶養家族2名、
残業月5hの場合

26万円以上可能！

食肉加工食肉加工 ス タッフ  ス タッフ  
募 集！募 集！

札幌市東区北47条
東17丁目1-32-701 

【HPはこちら】　https://douou-kousan.co.jp/
㈲道央興産

☎011-786-0344
090-9435-2663

まずはお電話ください。面接は勤務先にて行います。

受付/8〜16時
担当/すぎぶち ★食肉加工スタッフ/パートも同時募集

時　間▶ 9:30〜14:30の間で応相談 
6:40〜16:00の間で2h〜OK！

給　与▶ 時給1,100円 
※スタートからラストまで勤務してくれる方は、時給1,200円

包装・真空・箱詰め 
などの単純作業

資　格▶ 経験不問、車通勤できる方、高卒以上、 
40歳以下(キャリア形成を図る募集の為)

給　与▶ 月給260,000円～　※試用期間6ヶ月(短縮有)/日給9,000円

◆食肉の整形(豚肉の脂肪を取り除く）、 
　包装(肉の袋詰め、コンベアーにのせる）等、商品の流れを管理

資　格▶ 経験不問、車通勤できる方、高卒以上、 
64歳以下(定年雇い止めの為)

給　与▶ 月給220,000円～　※試用期間6ヶ月(短縮有)/日給9,000円

◆食肉の脱骨 
　(流れ作業の為、一人の作業量は少なめです。）

時　間▶ 平日/6:40〜16:00（休憩80分） 
土曜/6:40〜12:40（休憩60分） 
※残業月平均5h程度　※3ヶ月単位の変形労働時間制

休　日▶ 週休2日制（日曜・祝日定休、他会社カレンダーによる）
待　遇▶ 各社保完備、交通費実費支給（上限28,000円)、 

昇給有、賞与年2回、制服貸与、車通勤可（無料 
駐車場有）、有給休暇、社員食堂有、福利厚生、他

勤務先▶ ㈱北海道畜産公社 早来工場内（勇払郡安平町遠浅695番地） 
★千歳からは車で20分程度、苫小牧からは 
　30分程度と通いやすいです。

共
通
項
目

男女共に活躍男女共に活躍
出来ます出来ます

安平 正 食肉加工

待　遇▶ 昇給有、賞与有、交通費規定支給、車通勤可
資　格▶ 無資格OK、普通免許有尚可 

★えみな介護職員養成講座で初任者研修受講可 
  （約半額の還付金制度有）

勤務先▶ グループホームえみな ゆうまいの家 
（千歳市勇舞7丁目10-12）、 
小規模多機能ホーム エルムの家 

（千歳市長都駅前5丁目1-10）、 
小規模多機能ホーム ままちの家 

（千歳市真々地1丁目2-15-2）

共
通
項
目

★�未経験者多数勤務しています！

千歳市勇舞1丁目2-2

まずはお気軽にお電話ください。担当/糸田

☎23-2262（えみな うらら家
か

）

介護職員募集中！

㈱えみな

★勤務開始日応相談
※�夜勤明けの次回勤務は47〜71h後となります。

安心できる仲間と 
やりがいのある仕事を

080-7656-6610

年末年始年末年始
手当支給手当支給

仕　事▶ 入居高齢者の見守り、生活支援、夕食、朝食提供
給　与▶ 1勤務20,650～21,475円
時　間▶ 15:30〜翌9:30
勤　務▶ 週1〜2回 ※回数、時間応相談

◆ 夜勤専任/パート

仕　事▶ 要介護高齢者の生活介護全般
給　与▶ 月給210,090～220,180円 

※賞与、夜勤手当6,000円/回、処遇改善手当含む 
パート/時給890～940円

時　間▶ ［日勤］8:30〜17:30  ［早出］6:30〜15:30 
［夜勤］15:30〜翌9:30　※パート応相談 
※利用者状況により遅番有

勤　務▶ 4週8休 ★年3日特別休暇有

◆ 正社員/パート

株
式
会
社
え
み
な
は「
心
に
寄
り
添
う
介
護
」の
提
供
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

千歳 正 パ 介護職員

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

勤務先▶ 恵庭市本町210
仕　事▶食品スーパーでの清掃
時　間▶ 7:30〜10:30、7:30〜11:30 

※シフト制
勤　務▶ 4週6休程度 
給　与▶ 時給890円
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、有給休暇

未経験者未経験者
歓迎歓迎♫♫

北海道クリーン開発㈱札幌支社
〒065-0030　札幌市東区北30条東12丁目4-9クリーンビル3Ｆ

担当/籔内
（ヤブウチ）☎011-704-0303応

募

スタッフみんなが明るく元気に働いています！

勤務日数勤務日数相談可能相談可能
恵庭 パ 日常清掃

まずはお気軽に電話ください。

仕　事▶調理全般
資　格▶ 調理師資格をお持ちの方 

調理師としての経験2年以上（フレンチ、イタリア
ン、洋食経験の方が好ましいですが、実力・やる気
によりジャンルを問わない場合もあります）

給　与▶ 月給240,000円～300,000円 
※固定残業代30hを含む 
　超過した場合は別途支給。残業がない場合も支給

時　間▶ 9:00〜20:00　※実働8〜10h 
※シフト制（応相談） ※営業時間に変則有

休　日▶ 月6日/定休日・他シフトにより決定

仕　事▶ホールスタッフ、カフェでの接客業務全般
給　与▶ 時給1,000円～
時　間▶ 10:00〜18:00　※シフト制
勤　務▶週3日〜　※応相談

勤務先▶恵庭市北柏木町2丁目293番地

株式会社 LicoLico

●正社員 ●アルバイト・パート

【共通項目】

受付/9〜18時
担当/澤田☎011-733-8857

オープニング
スタッフ募集

4月末
オープン予定

CAFE&GELATOCAFE&GELATO
LicoLicoLicoLico

札幌市東区北8条東11丁目1-5 恵庭ホールディングスビル〒065-0008 

恵庭 正 調理スタッフア パ ホールスタッフ

土 日
平 日

［パート］ザ・ノースカントリーGC清掃 
★季節雇用/4月上旬～11月下旬
●長時間勤務
時　間▶ 7:00〜16:00、10:00〜18:00　※実働7h
休　日▶ 週2日
待　遇▶ 社保加入、交通費規定支給、制服貸与
●短時間勤務
時　間▶ 6:30〜19:00の中で実働3.5h 

例）6:30〜10:30、12:30〜17:00など
休　日▶ 週2日以上
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与

【共通項目】
勤務先▶ ザ・ノースカントリーゴルフクラブ（千歳市蘭越26）
給　与▶ 時給950円～

☎0123-24-3771
090-9753-1491応 募

千歳 パ 清掃

東京美装北海道㈱千歳支店
千歳市美々新千歳空港内 ターミナル アネックスビル1階

こんなこんな
資格資格

あった
んだ！

あった
んだ！

知って知って
トクトクす

るする

介護食の正しい知識や調理法を身につけ高齢者に
美味しく安全安心な食事を提案できる資格。
咀嚼や健康に不安がある高齢者のために､硬さや栄
養バランスなどに気を遣った調理法で提供するこ
とができます。
また､彩りを添え美味
しそうな食事にする
ことで､食での生きる
楽しさを与えること
ができます。
介護職の方が取得し
ています。

介護食コーディネーター

体にも心にも体にも心にも優しい食事！優しい食事！

★★ 警備会社に入社する際必要な 警備会社に入社する際必要な法定書類の費用も全額負担法定書類の費用も全額負担します！します！

時　間▶ 8:00〜17:00、20:00〜翌5:00
給　与▶ 月172,000～230,000円+諸手当 

※月20日勤務未満でも給与保証
待　遇▶ 各社保完備、日・週払い（規定有）、交通費全額支給、 

残業手当・深夜手当・車両手当・職務手当・業務手当・ 
資格手当、正社員登用後住宅・扶養手当有、 
寮完備（家具・家電付き１人部屋）、 
社員登用制度有、法定研修20h/17,780円、 
制服備品支給有（防寒・暑さ対策)

◆ 一般交通誘導員/契約社員

【長期】3ヶ月以上　【短期】4月〜6月末
資　格▶18歳以上（警備業法によるため）
給　与▶ 未経験者/日給10,000円 

有資格者/日給10,500円 
※試用期間5～10日有 
未経験者/日給9,500円 
有資格者/日給10,000円 
※22～翌5時深夜割増有 
※短時間保証有 
　（4h未満勤務/日給の60%　4h以上勤務/全額支給) 
※支払方法に応じて当社規定有

時　間▶ 8:00〜17:00、20:00〜翌5:00 
※日勤夜勤のみも可、希望考慮

待　遇▶ 日・週払い（規定有）、交通費全額支給、 
深夜手当・車両手当、資格手当、 
法定研修20h/17,780円、 
制服備品支給有（防寒・暑さ対策)

勤務先▶ 恵庭・千歳・北広島市内・札幌市内他 
※現場直行直帰

◆ 一般交通誘導員/アルバイト新年度を迎えるにあたり新年度を迎えるにあたり

交通誘導員  5名5名 大募集！！大募集！！

本社札幌も同時に大募集！

● 本社/札幌市北区北11条西2丁目（地下鉄北12条駅より徒歩2分）
☎011-747-8116

契約社員契約社員 22名名
長期アルバイト長期アルバイト22名名
短期アルバイト短期アルバイト11名名

新卒者も
歓迎‼

寮完備‼

未経験でも 未経験でも 
高収入!高収入!

月収27万円以上可能!!月収27万円以上可能!!
即日対応可能即日対応可能正社員登用有り!正社員登用有り!

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-29-6755☎0123-29-6755 （恵庭営業所）

有限会社プラス 恵庭営業所
恵庭市恵み野里美1丁目1-21 
ポラリス恵み野駅前205号（恵み野駅より徒歩1分）

千歳・恵庭・他 契 ア 交通誘導員


