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千歳・恵庭近郊のお仕事探し応援します！
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高齢者向けお弁当の配達スタッフ

資　格▶ 未経験者可（指導します。）
給　与▶ 時給910円
時　間▶ ①9:00～12:00 

②13:00～16:00　③15:00～18:00
※①②③通し勤務も可

休　日▶シフト制（応相談）
待　遇▶ 交通費規定支給、昇給有

恵庭店 〒061-1424 恵庭市大町3丁目4ｰ3

お電話の上、写真付履歴書を
持参または郵送ください。

☎0123-25-3531
受付/9～17時

恵庭 パ 配達

仕　事▶  病院の夜間受付業務
期　間▶有期契約（6ヶ月） ※更新有
給　与▶  時給900円 ※22時～翌5時は深夜割増有 
時　間▶ ①17:15～翌8:45（実働8.5h） 

②8:45～17:15（実働7.5h） 
③8:45～翌8:45（実働14.5h）

勤　務▶ 週2～4回、シフト制
待　遇▶ 労災・雇用保険加入、車通勤可（無料駐車場有） 
勤務先▶ 千歳市東雲町1丁目11番

札幌市中央区南1条
西7丁目12 都市ビル2F 

☎011-271-5038
北光管理サービス

【受付/平日9～18時】  担当/小松
株式
会社

未経験者歓迎!

面接は現地
で行います。

千歳 パ 病院の夜間受付

仕　事▶ 厨房での調理補助 他
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給890円
時　間▶ 5:00～9:00、18:00～22:00 

※応相談
勤　務▶ 週3～4日
休　日▶ 日曜・祝日、第5土曜、夏休み（お盆前後1週間）、 

年末年始(12/30～1/3)
待　遇▶ 交通費全額支給、扶養内勤務可、 

ミニボーナス有、有給休暇（入社半年後に付与）

短時間のお仕事です！!

㈱共立メンテナンス ドーミー千歳
〒066-0035 千歳市高台2丁目5-10

担当/市村☎22-5600 【受付/10～16時】
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

初めての方
料理好きな方 
歓迎★

千歳 パ 調理

仕　事▶ フォークリフトや手作業でのインキ缶（1K～
200K）の入荷、出荷、検品作業や、荷卸し業務

資　格▶ フォークリフト免許、年齢不問
給　与▶ 時給900円
時　間▶  9:00～12:00（3h） 

※業務により変動有　※委細面談にて
休　日▶ 土・日・祝日、お盆、年末年始
待　遇▶ 労災、有給休暇制度、試用期間有/同条件 

交通費規定支給（上限3,000円まで）

1名募集

千歳市上長都1190-2 東洋インキ北海道株式会社内

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

 090-4873-7503
株式会社キタイチロジスティックス 千歳事業所

お休み充実!
年間休日120日♪

時間をかけて教えますので、
未経験の方でも安心です!

契約更新もあります！
千歳 パ 倉庫管理業務

(株)ホテルニュー王子 機内食事業部
千歳市美々 新千歳空港 ケータリングビル内

ご応 募はお電話でお願いします。
【受付】平日10～17時
【担当】渡邊・野原☎46-5983

◆ 機内食調理スタッフ
時　間▶ 【短時間勤務】5:00～9:00、16:00～20:00 

　　　　　　実働4h（休憩なし） 
【フルタイム】5:00～14:00、12:00～21:00 
　　　　　　実働8h（休憩1h） 
※ 勤務時間は配属部門によって異なります。 
勤務時間は固定です。

休　日▶週休2日　※シフト制
◆ 航空機内使用物品セットスタッフ
時　間▶ 7:00～16:00、9:00～18:00実働8h（休憩1h）
休　日▶月8～10日　※シフト制

給　与▶時給900円
待　遇▶ 福利厚生、交通費支給（弊社規定による）、 

従業員駐車場有（1,500円/月）、 
従業員食堂有（230円/食）

共通 
項目

千歳 パ 機内食調理補助、物品セットスタッフ

まずはお気軽にお電話ください。

仕　事▶ 接客・配膳・その他ホール業務全般
給　与▶時給889円～
時　間▶ ① 11:00～14:00 

②17:00～20:00 
※時間応相談

勤　務▶応相談

☎0123-33-4895【受付】 14:00以降

恵庭市栄恵町90食堂

恵庭 ア パ ホール業務

仕　事▶ホール業務
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇
時　間▶18:00～24:00

◆ 本店

仕　事▶ 厨房（惣菜・弁当調理補助）、 
宅配業務、清掃業務

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許（AT可）、 
経験者優遇

時　間▶ 9:00～15:00の間で4h程度　※応相談

◆ 向陽台店

仕　事▶厨房（惣菜・弁当調理補助）、清掃等
資　格▶未経験者歓迎、経験者優遇
時　間▶9:00～20:00の間で4h程度　※応相談

◆ 航空自衛隊千歳基地店

《共通項目》
給　与▶ 時給900円　※22時以降時給1,125円
待　遇▶制服貸与、車通勤可（無料駐車場有）

い酒やえどや
【向陽台店】千歳市白樺2丁目5-8【本店】千歳市幸町1丁目16-1

本店希望

☎42-9103
千歳基地・向陽台店希望

☎21-9103

希望店舗へ電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

千歳 ア パ ホール業務、調理補助、宅配業務、清掃

未経験者歓迎!
異業種からの 
転職者も歓迎!
販売ノルマはありません。

OBARA
Jewelry &Watch

千歳市栄町6丁目 
イオン千歳店1Fオバラ イオン千歳店

担当/採用係☎0123-23-1177

資　格▶ 宝飾品・時計・ブライダル等の店頭販売と、 
それに関わる営業事務。レジ業務、

資　格▶ 要普通自動車免許、未経験者可、 
主婦（夫）歓迎、PCの基本操作可能な方

給　与▶ 月172,000～215,000円　 
※経験により考慮　 
※試用期間2ヶ月/時給900円 

時　間▶ 9:00～18:00、10:00～19:00、 
12:00～21:00　※週44時間制 
※1ヶ月単位の変形労働時間制 
※残業ほぼなし 

勤　務▶ 週休2日、シフト制　※年間休日105日
待　遇▶ 各社保完備、車通勤可（駐車場有料）、社員割

引制度有、報奨金制度有、昇給・賞与

千歳 正 販売スタッフ

まずはお電話ください。面接時に写真付き履歴書を
お持ちください。面接日や入社日はご相談に応じます。

店内業務全般
資　格▶ 長期で働ける方歓迎
給　与▶ 時給1,100円～ 

※試用期間1ヶ月有/同時給
時　間▶  10:00～15:00
勤　務▶月～金 ※火曜定休
待　遇▶ 雇用保険加入、車通勤可、 

交通費規定支給、制服貸与

恵庭市島松寿町
1丁目10-2炭焼豚丼 空海

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-37-1230 受付/15～16時
担当/渡邊

明るく元気な方大歓迎!!
恵庭 パ 店内業務全般

勤務先▶ 恵庭市恵南17-1
資　格▶60歳以上の方も歓迎、経験あれば尚可 
仕　事▶ 階段・廊下・会議室・休憩室・男女トイレ他 

共用部分の日常清掃全般
給　与▶時給900円
時　間▶  11:00～14:00（実働3h） 
休　日▶ 土日祝 ※勤務先カレンダーに準ずる
待　遇▶ 各社保完備（規定による）、制服貸与、 

車通勤可（無料駐車場あり）、交通費規定支給、
有給休暇

〒060-0003 札幌市中央区北３条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル
石井ビル管理㈱札幌営業所

まずはお電話かメールにてご連絡の上、写真付履歴書を
お持ちください。面接は勤務先で行います。

☎011-221-6514 担当/採用係

60歳以上
の方も

isisapp@rapid.ocn.ne.jp

歓迎!!

安定企業での日常清掃スタッフ!!
恵庭 パ 日常清掃

千歳市桜木3丁目1-1
ラブアリス千歳桜木児童通所支援センター

☎0123-23-0081採用担当

まずはメールかお電話でご連絡ください。

lovealice.chitose@gmail.com

★正社員も同時募集♪

千歳 パ 児童デイサービススタッフ
パート募集
無資格OK!

資　格▶ 教員免許、保育士、児童指導員要件を満たす方、 
無資格でも応募可、要普通免許

時　間▶13:00～18:00 ※時間応相談
給　与▶ 有資格者/時給1,000円～ 

無資格者/時給950円～
勤　務▶週2日～
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、試用期間6ヶ月有

増員募集

仕　事▶ カフェでの接客業務全般 
・ジェラート販売業務 
・ カフェでの接客業務、簡単な調理作業

給　与▶ 時給1,000円～
時　間▶ 9:30～20:00 ※シフト制
勤　務▶週2日～ ※応相談 
待　遇▶制服貸与
勤務先▶恵庭市北柏木町2丁目26番18号

まずはお気軽に電話ください。

株式会社 LicoLico
受付/9～18時
担当/澤田☎011-733-8857

4/29にopenしました

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 

学生アルバイト大歓迎！

恵庭 ア パ ホールスタッフ

土・日・祝や夏休みのアルバイトも大歓迎!!

〒061-1411
 恵庭市恵南4-1

さ
んパート  

◆厨房（調理）
時　間▶ 11:00～22:00の間で5.5h 

（早番・遅番シフト制）
勤　務▶ 週3～4日程度（日曜を含む）　※応相談
資　格▶ 未経験者OK　※早番・遅番勤務可能な方
給　与▶ 時給900円～
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、 

勤務後の入浴無料

［担当］ミズタカ☎32-4171
 電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

恵庭 パ 調理

募集!!
★遅番・早番できる方歓迎 ★経験者大歓迎

メニューの注文伺い、食事の提供、
退席後の片付け、コース売店での
商品販売、簡単な調理作業、etc.

募集

どちらもOK！
長期 短期

ゴルフのことがわからなくても大丈夫！
楽しくお仕事しませんか？

ザ・ノースカントリーゴルフクラブ店

株式会社 サッポロライオン
千歳市蘭越26番地

資　格▶ 未経験者・主婦（夫）・学生歓迎 
※交通手段が不便な為、車通勤できる方歓迎 
※JR千歳駅までの送迎も可

給　与▶ 時給1,030円
時　間▶ ①6:00～10:00（早番） 

②10:00～18:00の間で3～5h 
※ 希望時間帯応相談（希望時間帯の固定勤務）

勤　務▶ 週1～5日で日数・曜日応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可（無料駐車場有）、

食事補助有（1食220円）

採用係☎0120-115-529
面接時履歴書不要！まずはお電話ください。【受付/10～20時】

（サッポロライオン採用受付センター）

◆週1日～相談OK!
◆土日だけOK!

千歳 ア パ 接客・販売・調理

仕事
内容

ホールスタッフ

㈱やまぐち食品 恵庭市戸磯201-18 
（恵庭テクノパーク内）

☎33-5015【受付/8:30～17:30】
まずはお気軽にお電話ください。

勤務先▶ 恵庭工場 
（恵庭市戸磯201-18 恵庭テクノパーク工業団地内） 

給　与▶ 時給889円～
待　遇▶ 社保完備（勤務時間による）、交通費規定支給、 

制服貸与、昇給有、社員割引有

共通項目

仕　事▶ 簡単なPC操作、受発注事務、 
伝票整理、来客対応他

資　格▶電話応対、簡単なPC操作のできる方
時　間▶   月～土/9:00～16:00 

日/12:00～16:00　※応相談
勤　務▶ 週2～5日（応相談）　※土日出勤有

◆受発注事務

仕　事▶油揚げ等、製造に関わる作業
資　格▶経験不問、未経験者歓迎
時　間▶7:00～16:00の間で5～8h　※応相談
休　日▶木・日

◆食品製造工員

★直販所スタッフも同時募集 !土日のみの勤務大歓迎

日数・時間は応相談!

恵庭 パ 受発注事務、製造

定年退職後の方や
シニア層の方も
歓迎!!

勤務開始日、面接日も
ご相談ください

仕　事▶  新千歳空港内関係者専用ゲートにて、 
入出場者の確認業務。通行証の確認や、 
出入者に対してのセキュリティ管理が 
主なお仕事です。

資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶  時給1,000円 

 ※法廷研修20h有/17,780円支給
時　間▶ 6:30～21:30の間で実働5～8h 

※1年単位の変形労働時間制での勤務シフト
休　日▶週休2日、シフト制　※年間休日105日 
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、 

国家資格取得制度有（警備員業務検定/
費用当社負担）

勤務先▶ 千歳市平和/新千歳空港国際貨物ターミナル

〒004-0877 札幌市清田区平岡7条3丁目8-22 
平清警備株式会社

☎011-885-4141担当/山田

まずはお電話のうえ、
写真付履歴書をお持ちください。

応募

千歳 契 施設警備員

30,000円支給!

入社祝い金
入社3ヶ月後

未経験者歓迎
資格取得制度有


