
2022年6月10日（金） ちゃんと21

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

応
募

☎0123-24-3771平日

090-9753-1547土日

①千歳科学技術大学/千歳市美々
給　与▶時給950円
時　間▶7:00～10:30　※実働3.5h 
休　日▶ 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
②北ガス千歳店/千歳市清水町
給　与▶時給898円
時　間▶5:00～9:00　※実働4h
勤　務▶月・火、または木・金
待　遇▶交通費規定支給、制服貸与

清掃員
パート

募集

千歳 パ 清掃
時　間▶ ①9:30～18:45（実働7.5h） 

②9:30～13:30（実働4h） 
③14:45～18:45（実働4h） 
④5:30～7:30（実働2h）※平日のみ

給　与▶ ①～③時給900円～ 
④時給1,200円

休　日▶ 週2～3日程度（シフトによる） 
※ 希望休考慮致します。

待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、 
社保（法定による）、 
車通勤可(無料駐車場完備)

勤務先▶ 陸上自衛隊東千歳駐屯地内食堂

札幌市中央区南1条東2丁目11-4 ミナミ1条タカハタビル8階
キョウワプロテック㈱札幌事業所

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎011-207-0911 担当/中村

食器洗浄
スタッフ増員募集

入社祝い金
1万円支給
※規定有

★未経験者歓迎
★長期安定！！

千歳基地、北千歳駐屯地でも同時募集中!!

千歳 パ 食器洗浄

正社員3職種募集!!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭市住吉町
2丁目1-3富士交通㈱
担当/金田一☎0123-33-6271

待　遇▶ 社保完備、試用期間3ヶ月有《共通項目》

トラック
乗務員

〈正社員〉 仕　事▶ トラックでの配送業務
時　間▶ 7:00～16:00　※早出、時間外勤務有
勤　務▶ 週5～6日 ※シフト制
給　与▶ 4t/月24万円～ 

8tクレーン付き/月25万円～ 
11tクレーン付き/月26万円～

資　格▶ 中型免許以上

仕　事▶ 新千歳空港専属のタクシー運転手
時　間▶ 日勤/7:30～21:00の間で実働8h
勤　務▶シフト制
給　与▶ 月給18万～30万円
資　格▶ 普通二種以上

〈正社員〉

空港専属 
タクシー 
乗務員

恵庭 正 トラック・バス・タクシー乗務員

仕　事▶ 送迎バスの運転業務
時　間▶ 6:30～20:00の間で実働8h
勤　務▶シフト制
給　与▶ 月給20～26万円（時間外含む）
資　格▶ 中型二種又は大型二種保持者

〈正社員〉

マイクロバス
乗務員

 ★女性も活躍できる♪

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、その他 

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！
★1年以上、離職者ナシ！長く働ける環境です。
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!

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▶ ①13:00～22:00、14:00～23:00、 

　17:00～23:00　※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♪

◆ 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

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

共
通
項
目

千歳 派 レンタカー業務、接客

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）

荷物の
仕分け

勤務先▶千歳市泉沢
仕　事▶かご台車を使用しての配達荷物の仕分け
期　間▶即日～長期　　
資　格▶ 未経験者歓迎、車通勤可能な方
給　与▶ 時給1,000円  

※22時以降は時給1,250円
時　間▶19:00～23:00 ※4時間保障
休　日▶シフト制
待　遇▶ 各社保完備（勤務による）、交通費規定支給、 

車通勤可（無料駐車場有）、週払い制度有

WワークOK
未経験者歓迎

千歳 派 荷物の仕分け

岩内郡岩内町字大浜476-18 

担当/採用係

まずはお電話ください。面接は千歳で行います。

☎0135-67-7477

仕　事▶ コーヒー豆を機械へ投入し挽く作業や挽い
た豆の計測作業などを行います。他、飲料水
の検査に伴う作業などを行います。

資　格▶ 学歴・経験・資格不問・18歳以上
時　間▶ 8:30～17:30 ※時差出勤有 

※残業有、月20h程度
勤　務▶ 月16日程度（年間平均）
休　日▶ 土日祝、他平日1日 

（状況により土日祝出勤の可能性有）
給　与▶ 時給1,000円
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、残業手当
勤務先▶千歳市北信濃864-1

㈱アイ・コネクション

工場内作業
スタッフ
欠員募集!!
勤務時間・日数  相談に応じます!!

千歳 ア 工場内作業

仕　事▶弁当調理補助、宅配、清掃等
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇、 

要普通免許（AT可）
時　間▶ 8:30～14:00、11:00～15:00、

15:00～20:00
給　与▶時給900円
勤　務▶シフト制
待　遇▶ 制服貸与、車通勤可、 

交通費1日200円支給
勤務先▶航空自衛隊千歳基地店

◆ 航空自衛隊千歳基地店

い酒やえどや
【本店】千歳市幸町1丁目16-1

☎0123-21-9103
まずはお気軽にお電話ください。

い酒やえどや
スタッフ募集！！

未経験者 
　歓迎！

★本店・向陽台店も同時募集

千歳 ア パ 調理補助、宅配、清掃

アルバイト募集♪

山崎製パン㈱札幌工場 恵庭市恵南10-1

まずは、お気軽にお電話ください。

★ フリーシフトで、働く日時を選べる♪
★ 試食用のパン無料♪

★ JR恵庭駅から無料送迎有　※時間による

仕　事▶ パン・和洋菓子・弁当等の製造補助および仕分け 
（ベルトコンベアを利用した仕上げ・盛り付け等の
ライン作業）

時　間▶ 昼勤/9:00～18:00（休憩1h）、14:00～18:00 
夜勤/19:00～翌4:00（休憩1h）　 
※生産量に応じ、2h程度の残業の可能性有

資　格▶ 未経験者歓迎 
※ 食品衛生上マニキュア・付け爪・ひげは禁止、 
貴金属類の着用不可

★中央バス｢山崎製パン札幌工場前｣から徒歩5分

☎0123-34-1128 《受付》9～18時
人事採用担当まで

即日～7月末まで
期間中1日～OK、期間の延長もOK

給　与▶ 昼勤/時給920円 夜勤/時給1,000円 
※22～翌5時は深夜時給1,250円 
★月末月初手当あり！　 
（実働6h以上の方が対象。合計6日間、最大6,000円） 
毎月末3日間と毎月初めの3日間は、 
1日出勤ごとに1,000円支給

待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場完備）、勤務
日にパンのお土産有、当社製品社内販売有、格安食
堂完備（パン食は無料）、制服貸与、近郊エリア無料
送迎バス有

主婦(夫)､学生
Wワーク・夜勤 大歓迎！

恵庭 ア 製造

千歳市上長都1-12
https://kuk-line.co.jp旭新運輸開発株式会社

新規大型取引開始に伴う募集です!
一から現場を作れる社員を募集します。

手取りで
配送ドライバーな

ら

安定して高収入!!
4t20～25万円

★今年4月にSBSグループ入り

家族で参加できる職場内の食事会で、親睦を深めましょう♬
★家族会毎年開催
★2019年1月新設のきれいな事務所です♪

座学･実技指導等サポート体制が充実！より安全に楽しく意見
や情報を共有する為に、月1回のミーティングと年2回の実車
を用いた安全大会を開催。

★社員の7割が未経験からのスタートです。

まずはお気軽にお電話ください。
面接時に写真付き履歴書をお持ちください。

【受付/8～17時】
  担当/岩田☎40-6007

時　間▶ 4:00～13:00（休憩1h）  
※行先によって多少の変動有  
※残業月30～40h程度

給　与▶ 月給245,000円以上 
（残業45h以内、深夜･休日なしの場合） 
※他、扶養手当・年次給・稼働評価手当有

資　格▶要中型免許、未経験歓迎、経験者優遇
休　日▶ 1年変形労働時間制 ※年間休日87日 

※社内カレンダーによる

★日曜・祝日お休み　★賞与年2回有！
★道内のみ・ほぼ固定の配送！ 毎日自宅に帰れます。
速度超過ゼロなど安全に取り組む人の為に、

社内評価制度があります！

配送業務<4tドライバー>（正社員）

男女ともに
活躍中

千歳 正 リフト作業員、4tドライバー
リフト作業員（正社員）

時　間▶8:30～17:00 ※残業月5h程度
給　与▶ 月給210,000円 

（残業20h以内、深夜・休日なしの場合）
資　格▶ 不問、フォークリフト免許保持者優遇
休　日▶日曜、祝日

待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤
可、各種手当（扶養手当、家族手当、 
業務手当、評価手当、安全手当等）、 
賞与（年2回）、有給休暇、各種免許取得
費用会社負担、互助会有、クラブ有

共
通
項
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千歳市幸町
2丁目3-2☎0123-26-5061 受付/14～18時 

担当/浅野、山川

まずはお気軽にお電話ください。

◆ ホールスタッフ アルバイト

仕　事▶ 接客、配膳、料理説明、片付け等
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給1,050円 

※22時以降深夜割増有
時　間▶ 17:00～23:00の間 

※予約状況による
勤　務▶週3～5日程度
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与

◆ 洗い場・調理補助 パート

仕　事▶洗い場・簡単な調理補助等
資　格▶ 主婦（夫）歓迎、未経験者歓迎
給　与▶ 時給950円 

※22時以降深夜割増有
時　間▶ 17:00～23:00の間 

※予約状況による
勤　務▶週3日程度 
待　遇▶交通費規定支給

ホールスタッフ

スタッフ募集
洗い場・調理補助

未経験者歓迎！

千歳 ア ホールパ 洗い場・調理補助

給　与▶ ［一般］時給910円 ［学生］時給890円
時　間▶ 8:30～13:00 ※応相談

給　与▶ ［一般］時給890円 ［学生］時給890円
時　間▶ 8:30～13:00 ※応相談

給　与▶ ［一般］時給912円 ［学生］時給890円
時　間▶ 17:00～21:00 ※4時間程度、応相談

給　与▶ ［一般］時給936円 ［学生］時給890円
時　間▶ 8:30～13:00 

※8:30～16:30の通し勤務も可
〈さかなやの寿司〉

〈レジ〉〈水産〉

〈食肉〉

〈デリカ〉

〈デリカ〉

給　与▶ ［一般］時給936円 ［学生］時給890円
時　間▶ 7:00～10:00、13:00～17:00

給　与▶ ［一般］時給938円 ［学生］時給890円
時　間▶ 7:00～11:00、8:30～13：00 

（土日祝のみでも可） 
※8:30～16：00の通し勤務も可

千歳市勇舞8丁目1-1長都店

千歳市日の出1丁目1-66千歳店
応募

応募

勤　務▶週3～4日 ※部門による
待　遇▶ 制服付与、交通費規定支給、車通勤可

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32

〈2店舗共通項目〉

上記記載の二次元コードからでも応募できます。
希望の店舗に電話連絡のうえ、 
写真付履歴書をお持ちください。担当/店長

[応募］

スタッフ募集
今回は複数部門！ご希望の部門をお選びください

各1名募集
☎0123-23-7667

Web応募はコチラ▶

☎0123-26-6660
各2名募集

Web応募はコチラ▶

千歳 ア パ 食肉、水産、レジ、デリカ

千歳市高台5丁目1-5㈲M.D.N.TRANS

まずはお電話のうえ、写真付
履歴書をお持ちください。

★扶養内勤務も
　同時募集!

扶養内は10時～17時 
の間で要相談

千歳市高台5丁目1-5㈲M.D.N.TRANS

千歳 正 一般事務

仕　事▶ 運送業・警備業・清掃業のデータ 
入力、電話の対応、伝票整理、 
来客対応、支払等の外回りで 
社用車AT軽自動車使用有

資　格▶ Excel、Wordの基本操作が出来る方、 
要普通免許

時　間▶ 9:00～18:00（1h休憩）
給　与▶月給160,000円
待　遇▶各社保完備、交通費規定支給、制服貸与

☎23-0501
担当/総務 山本


