
2022 年 3 月 25 日（金）ちゃんと 14

一般社団法人 千歳観光連盟
〒066-0019　千歳市流通3丁目4-1

まずは、お気軽にお電話ください。 
写真付き履歴書をご郵送またはお持ちください。

☎25-8900 担当/斉藤・佐藤受付/平日9〜17時

期　間▶4月中旬〜10月末
仕　事▶美笛キャンプ場の管理と運営
資　格▶要普通免許、自力で通勤できる方
時　間▶�①9:00〜翌9:00　※実働10h�

②9:00〜18:30　※実働8h　シフト制
給　与▶�①日額16,560円（時間外・待機手当含む） 

②日額7,200円
勤　務▶週3〜5日　シフト制
待　遇▶各社保完備、交通費規定支給
勤務先▶美笛キャンプ場

アウトドア好きな方に アウトドア好きな方に 
ピッタリのお仕事です！ピッタリのお仕事です！

土日土日勤務できる方 勤務できる方 
大歓迎！大歓迎！

千歳 期 管理運営

札幌市北区北7条西1丁目2-6■ビルメンテナンス業

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
千歳にて面接を実施します。 担当/熊谷

☎011-707-5228
協和総合管理㈱ 札幌支社

給　与▶�①時給950円〜　②時給889円〜
時　間▶�①8:30〜16:15（実働7h　休憩45分）�

②10:00〜15:00（実働4.5h　休憩30分）�
※多少の残業の場合有

休　日▶�①週休2日制　※シフト制
勤　務▶�②週3日〜OK�

※�フルで働きたい方（週30h以上）社保加入可、�
要相談

待　遇▶�交通費規定支給、社保完備、制服貸与、有給休暇
勤務先▶千歳市幸町5丁目6-1

ホテルの ❶清掃責任者 ❷客室清掃者

車通勤OK

未経験者OK

千歳 パ 清掃責任者、客室清掃者

仕　事▶�入場者・来訪者の受付、鍵の授受管理、�
その他付随する業務

給　与▶時給950円
時　間▶①9:00〜13:30　②13:30〜18:00
勤　務▶週4〜5日　　　休　日▶週休2日制
待　遇▶雇用・労災保険、交通費規定支給、無料P有
勤務先▶恵庭市戸磯

受付スタッフ受付スタッフ

担当/屋敷応募 ☎0144-35-0563

苫小牧市表町5丁目5-1�王子不動産ビル1F
太平ビルサービス㈱苫小牧営業所

恵庭の新しい工場でのお仕事です！

募集!

資格不問！資格不問！

恵庭 パ 受付

資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許�★二種免許取得養成制度有
時　間▶�日勤:例/5:00〜16:00　�

★5〜8時の間に出勤し、�
　帰庫は出庫から10時間半後�
夜勤:例/18:00〜翌5:00�　�
★18〜20時の間に出勤し、�
　帰庫は出庫から10時間半後

休　日▶週休2日
給　与▶ 完全歩合制　 

※入社後1年間は給与保証有(当社規定による） 
　日勤/月180,000円〜　夜勤/月220,000円〜

待　遇▶��各社保完備、入社祝金制度（10万円/規定有）、�
制服貸与、退職金制度、車通勤可（駐車場完備）

ドライブレコーダー･GPS･
防犯ガラス有!!  安心して働ける♪

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

担当/古瀬☎22-0866
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
勤務日は相談の上決定。希望収入をお聞かせください♪

タクシードライバータクシードライバー

無理せず働く！無理せず働く！
週休2日制週休2日制

さわやか無線センター

女性ドライバーも積極採用中！
現在3名が
活躍中！ 日勤のみ！

募募
集集

千歳 嘱 タクシー乗務員

［パート］介護職員
資　格▶�無資格OK（介護職員初任者研修修了、介護福祉士

資格あれば優遇）
給　与▶�介護福祉士/時給1,200円〜 

初任者研修修了/時給930円〜 
無資格・未経験者/時給890円〜

時　間▶�［日勤］①7:00〜16:00�②9:00〜18:00�
　　　③10:30〜19:30�
［夜勤］④18:00〜翌9:00��
★すべてのシフトに入れなくてもOK！�
　日勤のみ・夜勤専従等、幅広くご対応致します。

休　日▶�シフト制
待　遇▶�社保完備（勤務による）、昇給有、交通費規定支給、

有給休暇（100%消化可能）、車通勤可（無料駐車
場有）、処遇改善加算手当（年2回支給）、�
正社員登用制度有

グループホーム ぬくもりの里 ㈱サンボウ
千歳市住吉４丁目８番１４号

夜勤帯≪夕〜翌朝のケア≫

夕食の片付け、就寝準備手伝い、

夜間の見守り・ケア、

朝食準備等

お買い物・医療施設受診同行、
身体ケア、
食事・入浴介助、
食事の調理、
お話し相手等

日勤帯≪生活サポート≫

お電話の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。
受付/9時〜18時
（人事担当直通）090-3399-5886

千歳 パ 介護職員

☆無資格OK！無資格OK！
☆働きながら働きながら
資格取得も可能資格取得も可能

☆経験よりヤル気重視経験よりヤル気重視

(19時以降)
(19時まで)

千歳市幸町3丁目CS
KOMACHIビル2F

☎ 0123-23-2214
090-8906-4932

サンタナ
応
募

給　与▶�レギュラー/�時給1,600円以上 
※経験者優遇

　　　　アルバイト/時給1,500円以上
時　間▶�19:00〜翌1:00の間でお好きな時間�

★短時間でもOK!
待　遇▶�貸しスーツ等有り、�

交通費規定支給

ノンアルコールOK
30〜40代活躍中

千歳 ア カウンター・フロアレディ

未経験者歓迎・未経験者歓迎・WワークOK・日払いOKWワークOK・日払いOK

進路の決まった学生さんの進路の決まった学生さんの

バ イ ト デ ビ ュ ーバ イ ト デ ビ ュ ー
も大歓迎も大歓迎

期　間▶�即日〜通年
資　格▶�未経験者歓迎
時　間▶�9:00〜16:00もしくは9:00〜18:00
休　日▶�土日祝�※会社カレンダーによる
給　与▶�時給889円〜
待　遇▶�各種保険完備、交通費規定支給、�

車通勤可、制服貸与、週払い制度有、�
無料送迎有、試用期間2ヶ月

勤務先▶�千歳市泉沢

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）

無料送迎あります!

未経験OKな簡単作業!

安心の通年雇用!

土日祝休み!
◆食料品の検査包装、箱詰め、ラベル貼り等

千歳 派 工場内作業

まずはお気軽にお電話ください。面接は現地で行います。

仕　事▶�自衛隊内にある売店での品出し・レジ・清掃等
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給906円〜 ※昇給有
時　間▶[平日]�①10:00〜20:00の間で実働4〜5h�

②7:30〜20:00の間で実働8h
　　　　[土・日・祝]10:00〜15:00
勤　務▶週4〜5日
待　遇▶�雇用・労災保険、社保完備（勤務時間による）、交通

費規定支給、車通勤可（無料駐車場有）、有給休暇、
制服（エプロン）貸与、試用期間3ヶ月有

勤務先▶�東千歳駐屯地�東厚生センター内

千歳市祝梅1016
☎0123-40-2531
㈲ティーワイコーポレーション 東千歳店

担当/五
い か り
十里

勤務時間、ご相談ください!勤務時間、ご相談ください!
◆売店スタッフ

千歳 パ 店内業務全般

千歳

千歳市北信濃779-3 ☎0123-23-5571 株式会社積水化成品北海道
http://hokkaido.sekisuiplastics.co.jp

まずはお気軽にお電話ください。
応募前のお問い合わせも受け付けております。 担当/中島・森本

応
募

◆発泡スチロールの製造（契約社員）
仕　事▶�発泡スチロール製品の製造に関わるお仕事です。�

①製造/品質のチェック�②工務/金型の交換や整備作業��
③製品の梱包

資　格▶�未経験者歓迎、高卒以上
給　与▶�月158,100円〜 ≪月収例≫218,000円（夜勤スタート後の割増賃金含む）
時　間▶�日勤/8:30〜17:30（休憩1h）�

夜勤/20:00〜翌8:30（休憩3h）�※日勤/夜勤の週交替シフト�
※夜勤は業務に慣れてからスタートします。�
　個人差はありますが入社1〜6ヶ月後が目安です。

休　日▶4週8休（基本土・日曜）、年間休日113日

◆発泡シートの製造（契約社員）
仕　事▶�食品容器等に使用される発泡シート製造・梱包作業�
資　格▶�未経験者歓迎、高卒以上
給　与▶�月170,000円 ≪月収例≫200,000円（夜勤スタート後の割増賃金含む）
時　間▶�日勤/8:30〜20:00（休憩2.5h）�夜勤/20:00〜翌8:30（休憩3.5h）
休　日▶基本4勤2休、年間休日134日、3組2交替制

想い に
応 え る 職 場 で す 。

年間休日113日
プライベートも大切に、

安定して働けます。

地元で
長く働きたい

安心して
家族を

養っていきたい

未経験未経験の方、の方、
ご安心ご安心
ください!!ください!!
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【共通項目】
休　日▶�GW、お盆、年末年始
待　遇▶�各社保完備、正社員登用制度有、資格取得支援制度有、�

交通費実費支給、車通勤可（駐車場完備/無料）、制服貸与、�
残業手当、試用期間1ヶ月（同条件/契約社員）

コロナに負けず、安定した仕事量！ 
私達と一緒に製造のお仕事を始めてみませんか？

契 発泡シートの製造、発泡スチロールの製造、梱包スタッフ

◆梱包スタッフ（契約社員）
仕　事▶�発泡スチロール製品の梱包（ポリ袋に入れて縛る程度の簡単な作業）。�

発泡スチロール製品のため、軽いので体力に自信のない方でも安心して
勤務できます。女性の方も活躍中です。

資　格▶�未経験者歓迎、高卒以上
給　与▶�月153,000円〜 ≪月収例≫165,000〜175,000円 ※残業代含む
時　間▶�8:30〜17:30�※残業有（1〜3月は月10h位、その他の月は月10〜20h位）
休　日▶4週8休（基本土・日曜）、年間休日113日

仕　事▶�大根、いも、白菜等の収穫
期　間▶�4月〜11月中旬��

※次年度も継続雇用の可能性有
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給900〜950円
時　間▶�8:00〜17:00　※要相談
休　日▶日曜、雨天日、他応相談
待　遇▶車通勤可

橋本農園橋本農園 〒061-1362　〒061-1362　
恵庭市中島松393-7恵庭市中島松393-7
★恵北中ななめ向い★恵北中ななめ向い

採用係090-3110-7859
☎0123-36-6340

今年も一緒に頑張りましょう!!今年も一緒に頑張りましょう!!
勤務開始日
応相談!!

お電話の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭 ア 農作業スタッフ

履歴書 ( 写真貼付 ) を郵送ください。
追って面接日をお知らせします。

勤務先

勤務先

給食

〒066-0028�千歳市花園5丁目7-3-103シダックス大新東ヒューマンサービス㈱ 千歳営業所

［担当］石岡☎0123-42-1831

千歳市立認定こども園 ひまわり千歳市立認定こども園 ひまわり
千歳市新富2丁目4-60千歳市新富2丁目4-60

千歳市内の各小中学校千歳市内の各小中学校
※欠員場所の代務員のため、不定地※欠員場所の代務員のため、不定地

仕　事▶�小・中学校にて、給食の校内運搬・配膳�
※調理はありません�

資　格▶�要普通免許�
※自家用車にて通勤できる方に限る

給　与▶ 時給890円
時　間▶9:00〜14:00（休憩30分）
休　日▶�土・日・祝、夏休み・冬休み等の長期休業

仕　事▶�調理・調理補助・洗浄・清掃�
資　格▶�不問、65歳未満（定年雇用止めの為）
給　与▶ 時給900〜920円 

+交通費規定支給（当社規定による）
時　間▶�①8:00〜11:30　②8:00〜13:30�

③8:00〜15:30�
※シフト制　※週20〜30h程度

休　日▶�週休3〜4日

《共通項目》待　遇▶社会保険完備、交通費支給、制服貸与

学校給食配膳員（パート）

調理員（パート）
配膳員・調理員配膳員・調理員

募募
集︎集︎

千歳 パ 給食配膳員、調理員

向陽台店

スタッフスタッフ各1名各1名募集!!募集!!

時　間▶�①8:00〜12:00�②12:00〜16:00�
※①②シフト制�※要相談

農産パート

時　間▶�①8:00〜12:00�②12:00〜16:00�
※①②シフト制

デリカパート

時　間▶�①9:00〜13:00�②12:00〜16:00�
※①②シフト制�※要相談

レジパート

時　間▶�17:00〜21:00�※要相談
給　与▶時給889円〜
勤　務▶週3〜5日
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、有給休暇

レジ兼品出し　★学生さん大歓迎アルバイト

《パート共通項目》
給　与▶�時給914円 ※試採用期間3ヶ月/時給889円〜 

★日曜・祝日は時給+30円
勤　務▶週5日�
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、有給休暇、共済会

向陽台店千歳市
白樺2-3

☎28-3511☎28-3511応募 担当/鎌田

千歳 ア レジ兼品出しパ デリカ、農産、レジ

時　間▶16:00〜18:30（実働2.5h）
勤　務▶週1〜3日程度
休　日▶日曜日

時　間▶16:00〜19:00（実働3h）
勤　務▶週5日　※車通勤可
休　日▶日曜日
◆流通3丁目/デイサービス

◆新富1丁目3-5

時　間▶�①6:00〜10:00（実働4h）�
②17:30〜20:00（実働2.5h）

勤　務▶月〜金曜、週2日〜　※シフト制、応相談

◆北光2丁目/院内

WワークWワーク  
  OK！  OK！

給　与▶時給890円
待　遇▶交通費規定支給、車通勤不可共通項目

■総合施設管理

千歳市美々新千歳空港内�ターミナル�アネックスビル2F
千歳支店

受付/9〜17時
※日・祝を除く

日興美装工業㈱

まずはお電話の上、面接の際に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-1171☎0123-22-1171

清掃清掃
スタッフスタッフ募集中募集中

千歳市内のお仕事です♪

千歳 ア パ 清掃


