
2022年5月27日（金）ちゃんと 16

仕　事▶ 施設内清掃（女性占有エリア含む）
時　間▶ 9:30～18:00（実働7.5h）
勤　務▶ 月15日程度
給　与▶時給960円
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、 

車通勤可（当社規定による） ※70歳定年制
勤務先▶ イオン千歳店（千歳市栄町6丁目51番地）

イオンディライト株式会社
千歳市栄町6丁目51番地

電話連絡の上、履歴書（写真貼付）をお持ちください。<面接現地>

☎0123-49-6207

経験不問!!
幅広い世代の方が
元気に活躍中!

イオン千歳店

清掃パート募
集

千歳 パ 清掃

看護師 募 集
正社員
パート

医療法人社団 髙橋整形外科クリニック
千歳市千代田町7丁目1789-3　千歳ステーションプラザ5F 

〒066-0031　千歳市長都駅前3丁目1-31
髙橋整形外科リハビリテーションクリニック

☎27-1971お電話の上、写真付
履歴書を郵送ください。

【共通項目】
資　格▶ 看護師又は准看護師資格
休　日▶ 日曜・祝日、お盆、年末年始、他法人指定日　※パートは勤務日数応相談
待　遇▶ 社保完備（パートは雇用・労災保険)、交通費規定支給、試用期間3ヶ月

時　間▶ 9:00～18:30の間で応相談 
※希望を考慮したシフト制（14:30～の勤務ができる方歓迎）
※水、（木）、土は9:00～13:00のみ（勤務先による）

給　与▶時給1,250円

◆ パート

時　間▶ ①月火木金/9:00～13:00、14:30～18:30 
　水土/9:00～13:00 
②月火水金/9:00～13:00、14:30～18:30 
　木土/9:00～13:00

給　与▶月210,000円（精勤手当含む)

◆ 正社員

勤務先
①髙橋整形外科クリニック/ 千歳市千代田町 7 丁目1789-3　千歳ステーションプラザ 5F
②髙橋整形外科リハビリテーションクリニック/千歳市長都駅前 3丁目1-13

★フィットネスジム（パート） 
　※ヨガ・ダンスできる方歓迎

★医療クラーク
★看護助手

同時募集

千歳 正 パ 看護師

電話連絡の上、履歴書お持ちください。お気軽にお電話ください。

☎23-2010 受付/9時～16時

長期働きたい方募集! 
仕　事▶ 炊飯業務及び配送
資　格▶要普免
時　間▶7:00～16:30　※残業含
給　与▶ 月給170,000円 

＋諸手当35,000円（定額） 
総支給/205,000円

休　日▶月8～9日　※シフト制
待　遇▶ 各種社会保険完備　※いずれも詳細は面談にて。

㈱吉田商店 〒066-0037
千歳市新富3丁目9-2

ちとせライスセンター

40代・50代 
活躍中！

千歳 契 炊飯業務及び配送

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

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）

年末年始
手当支給

◆【アルバイト】洋生菓子の製造全般
時　間▶ ①17:00～22:00 

②7:00～12:00
給　与▶ 時給1,050円
勤　務▶ 月12～15日　※年中無休のため、シフト制

恵庭市戸磯 
201-20

㈱ デザートランド 
北海道工場

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡「Ｑ人ナビを
見た」とお伝えください！お気軽にお電話を！随時受付♪
応 募 ☎0123-34-0800

◆【パート】洋生菓子の製造、洗浄・荷受け、衛生
時　間▶ 【フルタイム】①9:00～18:00（8:00～17:00）

　　　　　　②12:00～21:00 
 【短時間】 ①9:00～14:00 ②12:00～17:00 

給　与▶ 時給970円
勤　務▶シフト勤務可能

有名コンビニスイーツ

年間休日が増えました！
★ 男 女 と も に 活 躍 中♪

 フルタイムでも急な対応や時間の調整を致します♪

★ 未 経 験 者 歓 迎！

友達同士の応募も大歓迎！
資　格▶ 未経験者歓迎
待　遇▶ 各社保険完備（勤務時間による）、昇給年1回、 

有給休暇制度、産後休暇、育児休暇、制服貸与、 
車通勤可、交通費規定支給、正社員のみ賞与年
2回、退職金制度（勤続5年以上が対象）

共
通
項
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◆【正社員】洋生菓子の製造全般 
時　間▶基本9:00～18:00　※早出、遅出有
給　与▶ 高校新卒/月給171,730円 

25歳以上、大学新卒/月給201,170円 
※残業手当、深夜割増手当（経験・能力等を考慮） 
※委細面談

休　日▶ 月9～11日(月によって変動有) ※年間120日

【正・ア】
商品の仕分け・ 

出荷作業製造準備等も有

未経験者も大歓迎
恵庭 正 ア 製造パ 製造、洗浄・荷受け、衛生

東洋ワークセキュリティ㈱千歳営業所
千歳市幸町3-15エレガンスビル4階

■警備事業（宮城県公安委員会認定第22000353号）

★全国に46営業所を展開！ ☎0123-29-3203

まずはお気軽にお電話ください。
面接時に、写真付履歴書をお持ちください。

面接時間22時まで可能
採用担当/清水

仕　事▶ 警備員の配置・勤怠管理・給与計算・
採用面接・請求書作成等、警備品の
発注管理、現場立ち合い・訪問等

資　格▶ 18～44歳（省令2）
時　間▶9:00～18:00
給　与▶ 月給180,000～210,000円
休　日▶ 週休2日（他会社カレンダーによる）
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、昇給・賞与、

交通費規定支給、資格取得支援制度有、
大手福利厚生サービス会員加入、 
有給休暇、新任教育6日（45h）有、 
試用期間3ヶ月

20代

30代

40代

50代

70代

60代

◀ 警備スタッフの年齢構成（イメージ）

60歳以上の方も 
多く在籍！

コロナ禍でも
売上増収・増益!!北海道エリア

2021年 
昨年対比

2022年 
昨年対比136.7% 148.5%

★  将来、警備会社の業務スタッフ 
として活躍してください！

★  資格取得までは現場警備業務（施設
警備、交通誘導）に従事していただ
きます。

警備スタッフも106名から251名へ増員!

警備会社の内勤業務
社員候補募集 !!

増収・増益につき

2022年と 2020年対比203%
▼ こちらも同時募集中♪

千歳 正 内勤業務

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

まずはお気軽にお電話ください。

採用担当者宛☎22-1122

千歳市本町4丁目4-4（旧ホテル日航千歳）

【共通項目】
待　遇▶ 制服貸与（清掃以外）、交通費規定支給、 

車通勤可、無料駐車場有、試用期間1ヶ月

給　与▶時給950円～
時　間▶8:30～16:00の間で実働6h程度
勤　務▶ 週4日～　※日数・時間応相談　※平日のみ、土日のみOK

給　与▶時給900円
時　間▶ 朝食/8:30～11:30　夕食/18:00～21:00

　※選択可

給　与▶時給950～1,000円
時　間▶ 朝食/4:30～11:30　夕食/17:00～21:00

※選択可

給　与▶月18万円～
時　間▶7:00～21:00（実働8h）
勤　務▶シフト制

給　与▶月18万円～
時　間▶17:00～翌8:00、18:00～翌9:00
勤　務▶シフト制

◆ 客室清掃・ベッドメイク/アルバイト・パート

◆ 食器洗浄・片付け/アルバイト・パート

◆ 朝食・夕食スタッフ/アルバイト・パート

◆ レストラン、宴会サービススタッフ/正社員

◆ フロント夜勤スタッフ/正社員

千歳 正 フロント、レストランア パ 洗浄、清掃

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/9～17時

期　間▶即日～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日給14,288円　②日給7,200円
勤　務▶ 月7～11日程度　シフト制
待　遇▶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 
ピッタリのお仕事です！

土日祝勤務できる方 
大歓迎！

千歳 期 管理運営
急 
募

電話連絡の上、 
写真付履歴書をお持ちください。

期　間▶ 即日～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

期　間▶長期
仕　事▶  以下の仕事内容から面接結果を踏まえて決定い

たします。★専門知識は不要です！ 
・自社開発システムへの登録修正、印刷業務 
・寄附者、返礼品事業者とのメール、電話業務 
・返礼品掲載ページ登録修正業務 
・返礼品受発注業務 
・一般事務業務

資　格▶ 学歴不問、主婦(夫)歓迎、未経験歓迎、メール対応 
できる方歓迎、簡単なパソコン操作ができる方

給　与▶時給1,000円 
時　間▶ 8:30～17:30（実働8h ※応相談）
勤　務▶  週5日　　　休　日▶ 土日祝
待　遇▶ 各種社会保険完備、交通費規定支給、有給休暇、 

マイカー通勤可（一定条件有）
勤務先▶ 恵庭市京町56-1 MY恵庭ビル5階

【個人情報収集同意書】 
下記URLからダウンロードお願いします。
https://www.ccs1981.jp/careers/img/ccs_recruit_personal_info.pdf

面接日当日、写真付き履歴書・個人情報の収集同意書をご提出いただきます。

メールもしくはお電話でご連絡ください！ 
まずは勤務先（恵庭）にて面接を行います。

応 募

☎011-700-5588（札幌支社）
saiyo@ccs1981.jp

恵庭市京町56-1 MY恵庭ビル5階 https://www.ccs1981.jp/

中央コンピューターサービス㈱ 
恵庭ビジネスデザインセンター

ふるさと納税に係る業務全般のお仕事です！

業務拡大につき増員募集！
長期 5名 未経者歓迎

恵庭 契 一般事務業務

資　格▶未経験者可、接客経験者尚可
給　与▶時給1,000円
時　間▶6:30～15:00、12:00～21:00　※実働7.5h

資　格▶①普通自動車免許　②大型一種自動車免許
給　与▶時給1,100円　※22時以降/時給1,375円
時　間▶ ①15:00～22:50、17:00～22:50　※選択可

②6:00～22:00の間で8h　※応相談

㈱トーティック 千歳市信濃4丁目8-13札幌事業所
■一般労働派遣事業（派01-300501）
☎0123-25-8775応募 【受付/8:30～18:00】採用係

★ほかにもお仕事イロイロ　ご相談ください♪

《共通項目》
期　間▶即日～長期　※3ヶ月毎の更新
休　日▶週休二日制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、日払い・週払い可
勤務先▶千歳市

◆ 新千歳空港ロビー内のラウンジ業務

◆ レンタカー会社での①案内②シャトルバスドライバー
千歳 派 レンタカー業務、接客

期　間▶即日～長期
時　間▶ 9:00～17:00、8:00～17:00
給　与▶ 時給1,000円～
休　日▶ 土・日・祝または 

週3日勤務

期　間▶短期・長期の相談可能
時　間▶ 6:00～15:00の内4～8h 

※相談可能
給　与▶ 時給1,100円～
休　日▶週2～4日　※相談可能

24時間受付OK！ 
お気軽にお電話ください。 0120-172-642

千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F
当社は「社団法人 日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号 派01-300587㈱アスクゲートノース

期　間▶即日～長期
時　間▶ ①9:00～13:30　②9:00～18:00 

③13:30～18:00　④18:00～22:00 
※①～④から選べます。

給　与▶ 時給950円～
休　日▶ 水・日

期　間▶ 6月下旬～翌2月中旬
時　間▶ ①8:00～16:00　②16:00～24:00 

※①②のどちらか選べます。
給　与▶ 時給972円～ 

※22時以降深夜割増有
休　日▶土・日・祝

 

登録会開催 9:00
〜
12：00

5/31火
恵庭市民会館（恵庭市新町10番地）
場 所

日時
時間

相談だけでもOK! ご参加、お待ちしております。

千歳・恵庭 派 食品製造補助、調理補助、野菜のカット・乾燥・梱包、食品の検品・梱包

仕　事▶ レジ、接客、清掃、品出し等
資　格▶ 未経験者歓迎、長期勤務できる方、 

土日祝勤務できる方 
※教育期間中は平日に勤務可能な方

時　間▶ ①12:00～17:00 
②17:00～22:00 
③22:00～翌7:00

給　与▶ ①②時給890円～ 
③時給1,113円～

勤　務▶ ★たくさん働きたい方も応相談 
★週3日～相談OK

待　遇▶制服貸与、車通勤可
応　募▶ 電話の上写真付履歴書を 

お持ちください。

フリーターさん
主婦（夫）さん
歓迎!!

☎37-8355 担当/佐々木
【受付時間/10時～18時】

急募！

恵庭島松東町店 
恵庭市 
島松東町 
3-7-8

恵庭 ア パ 店内業務

島松東町店 スタッフ募集!!




