
2022年4月1日（金）ちゃんと 8

ミスターカレー イオン千歳店
千歳市栄町6丁目51

(1)

資　格▶ 未経験者歓迎､車通勤できる方
時　間▶ 8:45～21:30の間で実働8hシフト制
勤　務▶  4週6休(シフト制)､他休み有  

※年間休日数104日
給　与▶  月300,000円～(経験･年齢等考慮)
待　遇▶ 各社保完備､車通勤可能、制服貸与､ 

昇給有､有給休暇､交通費規定支給(上限有)

月 

収 30万円～
正社員

資　格▶ 未経験者歓迎､主婦(夫)･学生(高校生)･ 
フリーター歓迎

時　間▶ 8:45～21:30の間実働4～8h(応相談) 
【勤務時間例】 
8:45～14:00、11:00～15:00、 
17:00～21:00、17:00～21:30、 
8:45～17:00等 
★希望時間はご相談ください｡

勤　務▶ 週1～6日 
★土日祝休み、土日祝のみ、Wワーク、 
　週3日程度等、まずはご相談ください。

給　与▶ 時給950～1,000円（扶養内勤務OK） 
※試用期間1ヶ月間(期間中/時給900円)

待　遇▶ 各社保完備(勤務による)､車通勤可能、 
制服貸与､昇給有､有給休暇､ 
交通費規定支給(上限有)

950～1,000円時 

給

アルバイト・パート

まずはお気軽にお電話ください｡ 
面接時には写真付履歴書をお持ちください。

（店舗）☎0123-25-5207
（担当）080-4290-0471

★お子様の学校行事等
　希望に合わせて
　予定が立てやすい♪
★学生さんのテスト休み希望もOK！

希望シフト制!

キッチンスタッフ
じっくりコトコト丁寧に。

　たくさんの人が笑顔になるオリジナルのカレーを
私達と一緒に作りませんか？

マニュアルがあるから、料理初心者でも安心♪
ご家庭での調理経験が生かせます!!

(1)

イオン
千歳店

募
集

千歳 正 ア パ キッチン

千歳市北栄2丁目31-10 小僧寿し 北栄店 

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-24-8066 担当/宮内・宮崎 

仕　事▶ お寿司の製造・販売
資　格▶ 未経験者歓迎、高校生、 

大学生、専門学校生可
給　与▶ 時給900円～
時　間▶ 17:00～20:00、 

土日祝/15:00～20:00
勤　務▶週3～4日 ※時間応相談
待　遇▶車通勤可、制服貸与 

◇店舗スタッフ

スタッフ募集
未経験者歓迎です!!

千歳 ア パ 店舗スタッフ

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
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】

㍿ アレフ

恵庭 ア パ カフェ接客スタッフ

向陽台店

スタッフ各1名募集!!

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応募 担当/鎌田

千歳 ア レジ兼品出しパ デリカ、農産、レジ

資　格▶ 普通自動車免許、介護福祉士又は介護職員初任者
研修修了（旧ヘルパー2級）以上

給　与▶ 週5日勤務/時給1,260円～ 
週4日勤務/時給1,200円～ 
※いずれも処遇改善手当を含む 
★業績により年1回一時金を支給 ★昇給制度あり

時　間▶規定による
勤　務▶ 週４～5日（応相談） ※シフト制
待　遇▶ 介護福祉士手当、通勤・車両借上手当、 

社保加入可能（時間数による） ※希望者のみ

★有給を取得しやすい！
★未経験者でも安心!!同行いたします♪
ご自宅を訪問し､買い物･掃除･移動等を行うお仕事です。

〒061-1446　恵庭市末広町125番地1

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

時間相談
できます♪

担当/笹川まずはお電話ください。☎0123-33-1120

恵庭 パ 訪問介護員

ホームヘルパー募集!

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～※資格手当資規定支給
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

定年の方も
歓迎！

施設警備をやってみませんか！
千歳 契 空港警備

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 
  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

千歳市美々新千歳空港内 ターミナル アネックスビル2F

受付/9～17時
※日・祝を除く

■総合施設管理 千歳支店日興美装工業㈱

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

清掃
スタッフ募集中

千歳市内のお仕事です♪

千歳 ア パ 清掃

千歳 派 ①熱対策部品製造のOP　②倉庫内ピッキング作業

千歳・恵庭 正 パ 清掃、設備パ 警備

応募 
※ザ･ノースカントリーGC、文教大学、千歳市民病院は土日も対応

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

東京美装北海道㈱千歳支店 ☎0123-24-3771平日

 090-9753-1491土日

清掃・設備・警備

春の増員募集

【パート】マミーズクリニックちとせ/千歳市信濃
給　与▶時給898円
時　間▶7:00～11:00　※実働4h 
休　日▶水・土・日曜、祝日
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、雇用保険加入
【パート】千歳科学技術大学/千歳市美々
給　与▶時給950円
時　間▶7:00～10:30　※実働3.5h 
休　日▶水・土・日曜、祝日他　※学校スケジュールによる
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、車通勤可能な方
【パート】ザ・ノースカントリーGC/千歳市蘭越26
●長時間勤務
給　与▶ 時給950円～
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
給　与▶ 時給950円～
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

パート正社員

清
掃
（
千
歳
）

【正社員】千歳市民病院/千歳市北光2丁目1-1
資　格▶ 60歳未満※定年雇い止めの為 

二級ボイラー技士（実務経験あれば尚可）、 
乙種第4類危険物取扱者、 
※電気工事士あれば尚可

給　与▶ 月給200,000円～（諸手当を含む）
時　間▶ ①8:30～17:00　②17:00～翌8:00 

※①②シフト制
休　日▶ 週2日以上
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、 

制服貸与、退職金制度有

設
備
（
千
歳
）

【パート】北海道文教大学/恵庭市黄金中央5丁目
給　与▶ 日給7,184円～ 

（夜勤手当・深夜手当別途支給）
時　間▶ ①16:30～翌8:30　 

②8:30～16:30　※シフト制
勤　務▶月10～12日
待　遇▶ 雇用保険加入、交通費規定支給
勤務先▶北海道文教大学（恵庭市黄金中央）

警
備
（
恵
庭
）

清
掃
（
千
歳
）
【パート】新千歳空港/千歳市美々
資　格▶公共交通機関による通勤が出来る方
給　与▶時給898円
時　間▶7:00～11:00　※実働4h
休　日▶週休2日以上 ※応相談
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、雇用保険加入

【正社員】新千歳空港/千歳市美々
資　格▶公共交通機関による通勤が出来る方
給　与▶  月給156,000～180,000円
時　間▶7:00～16:00
休　日▶週休2日
待　遇▶ 賞与有、退職金制度有、制服貸与、 

交通費規定支給

入社後すぐに使える特別有休制度有!!

親切･丁寧に指導いたしますので未経験者でも安心！

仕　事▶ 館内及び、浴場の清掃等
資　格▶未経験者可、学生・年配の方も歓迎
時　間▶ 7:30～11:00（実働3.5h）
休　日▶GW、年末年始
給　与▶時給920円
勤　務▶シフト制　※月15日程度、要相談
待　遇▶ 労災保険、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可

学生・年配の方も
歓迎!

未経験者
歓迎!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電話連絡の上､写真付履歴書を 

お持ちください。

◆ 千歳基地厚生センター（男・女パート）

千歳 パ 清掃
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
!!グ

シ
ャ
ッ
!!

＼仕事探すなら／

まずはお気軽にお電話ください。ご都合に合わせて、土日や夜間の面接も可能です。

八
ハ ッ シ ン

神エモーション
札幌市清田区美しが丘1条1丁目2-7 業務請負業・労働者派遣業 派01-300216 〈自社求人情報サイト〉http://www.e-hasshin.com/

0120-084-842 ●受付
平日 9:00～17:30
※上記以外はツタモリへ 080-6073-7977

株式
会社

（本社）
（ツタモリ）

★交代勤務★無料送迎有★年2回報奨金支給★
給　与▶ 時給1,100～1,220円（昇給有） 

※22時以降深夜割増有
時　間▶ （a）6:15～14:30  （b）14:15～22:30 

（c）22:15～翌6:30　※残業は10～20h有
勤　務▶週休2日（シフト制）、その他大型連休有
待　遇▶交通費規定支給、各種社会保険制度有、車通勤可

【派遣】千歳市　ゲーム機の半導体製造

【派遣】恵庭市　カメラ部品の製造
★交代勤務★一時金支給★電車通勤可能★

給　与▶ 月収20万円～
時　間▶ （a）8:30～17：00 

（b）20:30～翌5:00 
※残業は20～30h有

勤　務▶5勤2休もしくは4勤2休、その他大型連休有
待　遇▶交通費規定支給、各種社会保険制度有、車通勤可

製造スタッフ募集!
★  駅近や無料送迎もあるので 
車が無くても通勤可能！

★  20～40代の男女活躍中

4月7日木
4月5日火
4月2日土

13:00～16:00

13:00～16:00

9:00～12:00
日
時

場
所
北ガス文化ホール（千歳市民文化センター）

千歳市北栄2丁目2-14F 小会議室2

　お仕事
説明会開催!!

面接ご希望の方は、
電話連絡の上、
ご来場ください。

上記日程以外でもご都合に合わせて
出張お仕事説明会等、対応します。

私服OK!フリー来場OK!
お気軽にご来場ください！

現在就業中の方も応募OK！入社日は相談して下さい。
登録のみの方も応募OKです！

千歳・恵庭 派 ゲーム機の製造、カメラ部品の製造


