
2022年5月6日（金） ちゃんと9

仕　事▶ 入場者・来訪者の受付、鍵の授受管理、 
建物内外の巡回、その他付随する業務

給　与▶ 時給1,000円 
※22時以降深夜割増有

時　間▶ ①18:00～翌6:00 
②21:00～翌9:00　※実働8h

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

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

夜間受付スタッフ
恵庭の新しい工場でのお仕事です！

募集!

資格不問！

恵庭 パ 受付

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

仕　事▶ 簡単なお惣菜の調理、 
パック詰め

時　間▶ 8:00～12:00
給　与▶ 時給899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

勤務日数・休日応相談!!

Qua ity & Discount

スタッフ募集！

◆デリカ

扶養内 
勤務可♪

千歳 ア パ デリカ
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◆生産加工スタッフ
仕　事▶ スピナッチ・ベビーリーフの選別、パック詰め
期　間▶ 5月～10月
時　間▶ 8:00～17:00の間で4～8h（応相談） 

★短時間勤務もOKです!
勤　務▶ 週2日～OK！　勤務先▶ 千歳市中央2529-11
★金・土曜のいずれか1日だけでもOKです！

◆農作業スタッフ
仕　事▶ 農作物の収穫等
期　間▶5月～10月 ※応相談
時　間▶ 8:00～17:00 ※勤務日・時間は応相談
勤　務▶ 週2日～OK！
勤務先▶ 千歳市東丘719-1

（有）コスモファーム 千歳市中央2529-11（千歳駅から約7km）

電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

週2日～
OK!!

勤務日・時間
応相談

080-2733-5561 担当/山田
受付/8～18時

ご連絡待ってます♪

急募

〈共通項目〉
給　与▶ 時給889円～　　　休　日▶ 日曜
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給
資　格▶ 車通勤可能な方、未経験者歓迎

千歳 パ 生産加工、農作業

仕　事▶ 新千歳空港内の巡回、他業務
資　格▶ 普通(中型)免許、車通勤できる方
給　与▶ 月給160,000円～ ※深夜割増含む 

※資格手当有/10,000円迄 
※入社後、資格取得制度有

時　間▶ 日勤/7:30～16:30 
夜勤/16:30～翌7:30   
（シフト交替制）

休　日▶ 月7～9日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

制服貸与、正社員登用制度有

空港施設
警備員 募

集

北海道東急ビルマネジメント㈱
千歳・苫小牧営業所

〒066-0027 千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F

担当/
スズキ☎0123-22-1090

問合せだけでもOK、まずはお電話ください。

千歳 契 空港施設警備員

正社員 
登用有

子育て中、シニアの方歓迎！ 
フルタイム、午前、午後等自分に合わせてお仕事が出来ます！
仕　事▶クリーニング工場での衣類仕分け、たたみ作業
資　格▶扶養内勤務可能、未経験歓迎
時　間▶ ①8:20～16:20（休憩80分） 

②8:20～12:00　③12:50～16:20
給　与▶時給889円～ 
休　日▶日曜、祝日、他
《共通項目》
待　遇▶ 各社会保険完備、交通費規定支給、 

車通勤可、駐車場完備、クリーニング代優遇

仕　事▶ 決まったルート集配になります。最初は1週間程度、
寄り添い丁寧にご指導致しますので、ご安心ください。

資　格▶要普通免許、未経験歓迎
時　間▶ 8:20～16:20（実働7h） 

※週3日程度、残業有
給　与▶  月給/200,000円以上+各種手当 

※固定残業手当20時間分、30,000円を含む 
　超過分は別途支給　※昇給有

休　日▶ 日曜、祝日、他

〒066-0075　千歳市北信濃776-11

くらしの輝き　手から手へ

まずはお気軽にお問合せください。
担当/小池☎0123-23-4251

正社員募集

パート募集

千歳 正 集配ドライバーパ 軽作業スタッフ

◆ 軽作業スタッフ/パート

◆ 集配ドライバー/正社員

仕　事▶フォークリフトでの作業、他 
資　格▶ 35歳まで（若年層のキャリア形成を 

図るため）、未経験者歓迎、要普通免
許、大型・大特・フォークリフト免許
保持者尚可

給　与▶月給17～23万円
時　間▶  8:00～17:00　※実働8h
休　日▶ 土日、他
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤

可、制服貸与、昇給年1回、賞与年2回
勤務先▶ サッポロビール(株)北海道工場内

恵庭市戸磯542-1 

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-33-9505
(株)石川トラック運送

募
集正社員

フォークリフト
恵庭 正 フォークリフト作業

まずはお気軽にお電話ください。 

☎011-747-1161北海道物産 株式会社 受付/9～17時
担当/西浦

札幌市北区
北28条西4丁目

仕　事▶ 倉庫内での検品、商品の仕分け・品出し等
資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許（入社後取得も可）
給　与▶ 月160,000～240,000円
時　間▶ 6:00～15:00、9:00～18:00、 

12:00～21:00　※実働8h、シフト制

仕　事▶レジ、接客、商品の品出し等
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給1,000円
時　間▶ 7:00～21:00の間で3h～ 

※シフト制、週1日～OK

◆店内業務（アルバイト）

◆検品、仕分け、品出し（正社員）

〈共通項目〉
休　日▶月9日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

正社員のみ/昇給年1回、賞与年2回
勤務先▶ 新千歳空港国内線ターミナルビル2F 

「北海道物産」

もくもく働くのが好きな方にピッタリ!
男女ともに活躍中!

千歳 正 検品、仕分け、品出しア 店内業務

■一般労働者派遣事業（派01-300021）

(株)ジェイサポート
面接地/ 札幌市北区北7条西4丁目8-3 北口ヨシヤビル3F 

（JR札幌駅北口より徒歩1分）

★出張面接も実施中です！職場見学もOK！ 
お気軽にお問い合わせください。

0120-706-717受付/
9～17時応募

期　間▶即日～長期
仕　事▶ 飲料や雑貨などが保管されている倉庫内でのお仕事

です。フォークリフトを用いて配送トラックへの積み
込みや商品格納（指定の棚に収納）等お願いします！

資　格▶ 要フォークリフト運転免許
給　与▶ 時給1,200円　※22時以降/時給1,500円
休　日▶ 日・祝固定休、他1日休みのシフト制　※休み希望応相談
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通勤可、無料駐車場

完備、週払い可（規定有）、有給休暇、学歴不問、 
ブランクOK、週払いOK

時　間▶ 7:30～16:30、12:00～21：00、
21:00～翌6:00（実働8h、休憩1h）

◆カウンターリフト /千歳市北信濃

時　間▶ 6:00～15:00、7:30～16:30、 
10:00～19:00（実働8h、休憩1h）

◆リーチリフト /千歳市上長都

勤務地・時間帯選べます！

共通項目

資格と経験を活かせる♪
モクモク作業が好きな方にぴったり♪
時給1,200円　22時以降時給1,500円！

千歳 派 倉庫内でのフォークリフト作業

医療法人社団 いずみ会北星病院千歳市清流5丁目1-1

ホームページの 
LINE友だち追加からも応募OK

☎0123-24-1121
【担当/道下】休　日▶4週6休、正月夏期休暇

待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 
制服貸与、昇給年1回、賞与年2回

共通項目

資　格▶看護師、准看護師免許
給　与▶ 月給266,400円～（経験5年） 

※特別手当、夜勤4回分(1回14,000円)を含む 
※遅出・土日勤務手当別途支給

時　間▶ ①9:00～17:00　②16:30～翌9:00 
③13:00～21:00 他 ※シフト制

◆ソーシャルワーカー
資　格▶医療施設等での勤務経験3年以上
給　与▶ 月給191,500円～（経験3年） 

※ 社会福祉士資格保持者は 
資格手当/月10,000円支給

時　間▶ 月～金/9:00～17:00 土/9:00～12:30

ケアワーカーは実務者研修・介護福祉士資格取得助成制度有
助成金内訳: 実務者研修助成金100,000円(条件有) 

介護福祉士資格取得助成金150,000円(条件有)

北星病院 職員募集！
勤務開始日応相談

◆ 看護師 残業ほぼなし！
資　格▶ⓐ介護福祉士
給　与▶ ⓐ月給200,700円～（未経験） 

　※特別手当、資格手当、夜勤4回分を含む 
ⓑ月給190,910円～（未経験） 
　※特別手当、夜勤4回分を含む

時　間▶ ①9:00～17:00 
②17:00～翌9:00 
③7:00～15:00 他 ※シフト制

◆ ⓐ介護福祉士 ⓑケアワーカー 残業ほぼなし！

千歳 正 看護師、介護福祉士、ケアワーカー、ソーシャルワーカー

 まずは電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎29-3311【受付/9～17時】
担当/小原

仕　事▶ 園内および建物付近の清掃
給　与▶時給900円
時　間▶ 9:00～17:00の間で実働4h、

または5h
 勤　務▶ 週5日
待　遇▶交通費規定支給、雇用・労災保険

65歳以上の方大歓迎!!

◆ 清掃　★土日祝お休み！

清掃
スタッフ募集

千歳市みどり台南2丁目12-6

希望休、有給休暇を取得しやすい環境です♪

千歳 パ 清掃

デザイナー募集

仕　事▶「Q人ナビ」「ちゃんと」の紙面・広告制作
給　与▶ 月200,000円以上 ※経験により優遇
資　格▶ Illustrator・Photoshopの基本操作必須（InDesign使用できれば尚可） 

★Webの知識がある方尚可
時　間▶ 9:00～18:00（休憩95分） 

※月曜は若干の残業があります。
休　日▶日曜、他4週6休
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、昇給・賞与有（業績による）、諸手当有、 

車通勤可、試用期間1ヶ月位有

〒066-0073 千歳市北斗4丁目13-20

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

千歳 正 デザイナー

◆ 正社員

★ デザイン未経験者も 
応募可！

★ デザイン業務経験者 
大歓迎！

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-27-0911
採用担当/葉多埜・髙橋

年齢・性別不問!
学生寮での調理業務

まずはお電話ください。

ジケイ・スペース株式会社
☎0123-36-2271
〒061-1373 恵庭市恵み野西2-2-11

恵庭 パ 調理

勤務先▶ 恵庭ハイム/恵庭市恵み野西6-17-5
給　与▶ 時給920円～
時　間▶ ①6:30～9:30 ②16:00～19:00 

③16:00～20:30
休　日▶ 日曜・祝日、他シフトによる ※春・夏・冬休み有
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、有給休暇有

まずはお気軽にお電話ください。面接には写真付履歴書をお持ちください。
パーラー恵み野 恵庭市恵み野西1丁目4番 ☎36-4114受付/平日9～17時

◆駐車場スタッフ
仕　事▶ 店内床のモップ拭き、 

駐車場のゴミ拾い、分別等
給　与▶時給889円
時　間▶ 7:30～11:00（休憩15分）
勤　務▶週3日程度

◆清掃スタッフ
仕　事▶ 店内清掃全般、 

トイレ、玄関等の清掃、 
（お客様の周り）空き缶・
ゴミ回収

給　与▶時給900円～
時　間▶ 13:00～23:00（実働4～6h） 

 ※22時以降は、 
 　時給25％アップ

勤　務▶週3日程度 資　格▶ 未経験者歓迎※駐車場と閉店後清掃のみ高卒以上
待　遇▶制服貸与、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ 恵庭市恵み野西1丁目4（厨房は本店のみ） 

北広島市中央3丁目6-1

共通
項目仕　事▶ 閉店後の店内及び 

バックヤードの清掃
給　与▶時給1,210円
時　間▶23:00～24:00
勤　務▶週3日程度

◆閉店後清掃スタッフ

仕　事▶ アミューズメント施設内の 
厨房にて、簡単な調理業務

給　与▶時給890円
時　間▶ 9:00～15:00の間で 

3～5h程度
勤　務▶週2～3日

◆厨房スタッフ
スタッフ募集! 時間応相談！

恵庭・北広島 パ 清掃、厨房


