
2022年6月10日（金）ちゃんと 16

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

ローソン自衛隊東千歳駐屯地店 千歳市祝梅1016

☎22-2241 ※委細は面談にて

新型コロナウイルスの感染予防対策をしています。

仕　事▶店内業務全般
資　格▶車通勤可能な方、ダブルワーク・シニア・学生可
時　間▶ ①5:00～10:00 ②5:00～14:00 

③14:00～23:00 ④17:00～23:00
給　与▶  時給960円 

※5:00～8:00までは時給1,000円 
※19:00～22:00までは時給1,000円 
※22:00～23:00までは時給1,200円

勤　務▶ 週2日～
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、社会保険有
勤務先▶ 陸上自衛隊東千歳駐屯地内 

（千歳市祝梅1016）

◆東千歳駐屯地内店舗
Wワーク、シニア、学生ＯＫ!!

駐屯地内のローソン
で働こう!!

普段は入れない場所で、ちょっと働いてみませんか？
千歳 パ 店内業務

仕事内容が
選べます!

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

◆流通3丁目/デイサービス

時　間▶7:00～11:00（実働4h）
勤　務▶月24日程度、シフト制

◆新千歳空港/国際線ターミナル内清掃

時　間▶16:00～19:00（実働3h）
勤　務▶週5日　※車通勤可
休　日▶日曜日

◆新富1丁目3-5

時　間▶7:00～15:00（実働7h）
勤　務▶月24日程度、シフト制

◆新千歳空港/国際線ターミナルラウンジ清掃

Wワーク 
  OK！

給　与▶時給890円
待　遇▶交通費規定支給共通項目

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

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）

未経験者歓迎♪
資　格▶未経験者歓迎、自力通勤可能な方
時　間▶9:00～17:00 ※残業の可能性有 
給　与▶ 時給1,000円 

※18時以降25%UP
勤　務▶月～土 
休　日▶日・祝
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

9:00～17:00給与保障、 
週払い可（規定有）

勤務先▶千歳市泉沢

ピッキング・搬入
カップ麺の

スタッフ募集‼

千歳市泉沢

千歳 派 ピッキング、搬入千歳 正 ア パ ①介護支援専門員②③訪問介護

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

入社日 2022年7月11日（月）

〒066-0051 千歳市泉沢1007番地195
https://www.denso-hokkaido.co.jp/

仕　事▶ 車載用半導体製品の製造（機械操作・組立・検査等）
期　間▶ 最長3年間（6ヶ月毎の契約） 

※3年満了後、一定条件を満たせば再入社可
資　格▶ 通勤が可能な方、18歳以上
時　間▶ 標準労働時間/8:40～17:25（昼休憩45分）
勤　務▶ ①2組2交替制（実働8h、年間休日121日） 

②3組2交替制（実働9.5h、年間休日167日）
給　与▶ ①日給9,000円 ②日給10,750円 

※基本給に加えて、各種勤務手当有 
　（時間外勤務・深夜作業・交替勤務・休日勤務等） 
※満了報奨金/120,000円（6ヶ月満了毎）

休　日▶ 基本週休2日（土・日）、ＧＷ・夏季・冬季、 
有給休暇制度有（6ヶ月経過後に10日付与）

待　遇▶ 各社保完備、車両通勤可、 
交通費支給（ガソリン・高速道路・定期代/実費相当）、
暖房手当、制服貸与、正社員登用制度

※ 当社製品は、全世界で生産される自動車の
1/3に搭載。車の進化に貢献しています。 

★夏季・冬季休暇手当 各3万円
★交通費実費相当支給 （上限なし）

★満了報奨金 12万円（6ヶ月満了毎）

売店・自販機完備

ブレーキ圧
センサ

車両姿勢
制御センサ

あったかクリーンな工場環境 室温一定25℃ 小型軽量な製品群で取扱いカンタン

定期的な途中休憩有

従業員数　1007名

売上高　　418億円

資本金　 26億円 WEB応募はこちら!

未経験者歓迎
のお仕事!!

正社員登用制度有

実績
87名
（累計）

メニュー豊富・低価格 社員食堂

10名程度
欠員補充のため

うれしい福利厚生！

製造
スタッフ募集!
世界トップクラスの品質を
誇る製品に携わりませんか？

エアコン用
冷媒圧センサ

吸気圧センサ排気圧センサ

車載用半導体センサ

デンソー北海道
［平日］ 9:30集合選考会
Web面接も開催しております。

☎0123-47-8825電話でのご応募も受付中

千歳 期 機械操作、組立、検査等

仕　事▶ ガスや灯油のご契約情報データ入力、電話
対応等

資　格▶ 資格・経験不問、PC操作可能な方、 
明るく元気な対応ができる方

時　間▶9:30～16:00
勤　務▶週2日～
給　与▶時給900円
待　遇▶車通勤可（駐車場有)、制服貸与

仕　事▶小型タンクローリーでの灯油配送
資　格▶ 準中型免許以上（普通免許のみの方も相談

OK）、危険物取扱者あれば優遇
時　間▶9:00～18:00　※繁忙期は変動有
給　与▶月給210,000～280,000円
待　遇▶ 各社保完備、作業服貸与、 

車通勤可（駐車場有)、昇給有、有給休暇、 
試用期間3ヶ月、資格取得支援有

◆ 灯油のルート配送スタッフ

◆ 一般事務

千歳市清流
2丁目6-4日本共同サービス㈱ 千歳店

電話の上、写真付き履歴書をご郵送ください。 
書類選考後、こちらからご連絡いたします。

☎0123-21-8001［受付］9:30～16:00

明るく元気なスタッフが  
あ な たを歓 迎します！！

休　日▶ 土日祝、GW、お盆、年末年始 
※11～4月は土・祝出勤有

共通 
項目

★子育て世代歓迎　★扶養内勤務可

★資格支援制度有

千歳 正 配送パ 一般事務

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。☎36-4114
パーラー恵み野 恵庭市恵み野西1丁目4番

受付/平日9～17時

◆ 清掃スタッフ

◆ 厨房スタッフ

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～ 
※22時以降は、時給25％アップ

時　間▶ 13:00～23:00（実働4～6h）
勤　務▶週3日程度

資　格▶ 未経験者歓迎
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

スタッフ募集!
勤務時間応相談！

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

未経験者歓迎

恵庭・北広島 パ 清掃、厨房

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

勤務日は相談の上決定。週休2日制も相談可！

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。

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許
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

勤　務▶4勤1休
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210,000円～　夜勤/月250,000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）

さわやか無線センター

千歳 正 嘱 タクシー乗務員

★二種免許取得養成制度有!
★異業種からの転職者も歓迎します!

4勤1休！
しっかり稼げる!

未経験者 
歓迎

時　間▶   8:30～17:00、20:30～翌5:00
勤　務▶ 5勤2休もしくは4勤2休
給　与▶   時給1,100円～ 

※22時以降/時給1,375円
期　間▶ 長期（3ヶ月毎更新）
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、 

車通勤可（P完備）、制服貸与、 
社員登用有

勤務先▶恵庭市戸磯

仕　事▶ ①レストランの洗い場での食器等の洗浄 
②レストランのデザートコーナーでの販売接客

時　間▶ 9:00～15:00、10:00～15:00
勤　務▶ 4週8休（シフト制）
給　与▶ 時給1,200円
期　間▶ 即日～11/15まで
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可
勤務先▶苫小牧市美沢（新千歳空港より車で15分）

0120-095-350
当社HPお問合せフォームからも応募できます。

https://speed-hokkaido.jp/

◆ 電子基板製造 ◆ テーマパーク内レストランスタッフ

未経験者 
歓迎！

軽作業が
中心です

選べる
職種

働きやすい 
時間帯

函館市新川町1-24  R4TM新川町 5F

株式会社

スピード北海道

一般労働者派遣事業（派01-300425） 有料職業紹介事業（01-ユ-300238）出張面接や、電話面接も応相談

恵庭・その他 派 製造、レストランスタッフ

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▶ ①、②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

島松東町店 スタッフ募集!!
恵庭 ア パ 店内業務


