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千歳・恵庭近郊のお仕事探し応援します！

℡0123-27-2611

毎週木曜日更新《雇用形態マーク》 契 契約社員 準 準社員 パ パート ア アルバイト 委 委託 臨 臨時職員 期 期間社員 嘱 嘱託社員 他 その他正 正社員 派遣社員派 学校法人 鶴岡学園 恵庭市黄金中央5-196-1 TEL.0123-34-0019

北海道文教大学HBUHOKKAIDO BUNKYO UNIVERSITY
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まずはお気軽にお電話ください。 
※面接日、入社日、休日や夕方以降の面接も応相談。応募の秘密は厳守いたします。

仕　事▶ ホテルで使用されるシーツやタオルなどの入荷・洗濯～
乾燥、ロール機投入、ハンガーアップ、たたみ、プレス、 
出荷準備等。一部設備トラブル対応や、縫製業務も有。

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶月190,000円～
時　間▶8:30～17:30　※実働8h　休憩1h
休　日▶月8～9日　※年間休日107日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、無料駐車場有、 

昇給有、残業手当、皆勤手当、有給休暇、慶弔休暇、 
試用期間2ヶ月(同条件）

勤務先▶千歳市上長都4番地3

◆ リネン工場の生産スタッフ

 080-7958-2936 採用担当

5名 
募集

千歳市上長都4番地3

◆ 当社は、連結売上高900億円以上、グループ連結従業員6,000名以上の、不動産総合マネジメント会社である「ザイマックスグループ」の一員です。

株式会社　ザイマックスカレス北海道

新しい環境で 
気持ちよく働けます♪

一緒に働きやすい環境を作ってくれる、 
新しい仲間を大募集！
安定企業の一員として 
活躍してください！

 

千歳 契 リネン工場の生産

女性ドライバーも積極採用中！

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許 ★二種免許取得養成制度有
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

休　日▶週休2日
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180,000円～　夜勤/月220,000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）

ドライブレコーダー･GPS･防犯ガラス有!!安心して働ける♪

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

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。
勤務日は相談の上決定。希望収入をお聞かせください♪

さわやか無線センター

無理せず働く！

週休2日制

タクシードライバー
募 集

千歳 正 嘱 タクシー乗務員

未経験者 
歓迎

日勤のみ♪

事業許可番号/労働者派遣事業 派 13-010538 
有料職業紹介13-ユ-010554

千歳市幸町6丁目18-3 千歳駅前ビル2F
ランスタッド株式会社 千歳支店

（受付時間/9:00～18:00）
℡050-1744-6601

【短期】案内スタッフ
仕　事▶ レンタカーへお客様をご案内するお仕事です。簡単な車のチェック作

業やマニュアルに沿ったご案内をしていただきます。　※研修あり
時　間▶ ①8:00～17:00　②9:00～18:00 

※実働8h、休憩1h　※①②のシフト制になります。
給　与▶ 時給1,300円 

【月収例/218,400円以上～可　※月21日勤務の場合】
期　間▶2022年7月1日～8月末まで
休　日▶週休2日　※シフト制　※休み希望応相談
待　遇▶ 交通費規定支給（上限4万円）、残業手当、無料駐車場完備、 

JR千歳駅より送迎あり　※詳細は面談にて
勤務先▶新千歳空港近郊

2ヶ月限定アルバイト★
今なら期間満了プチボーナス5万円支給！※規定あり

おサイフに嬉しい♪ 
前給制度あり！

千歳 派 案内スタッフ

恵庭市住吉町2丁目9-14
恵庭店

☎0123-39-2171
まずはお気軽にお電話ください。面接時履歴書不要!

仕　事▶ ホール/配膳、オーダー取り等、ホールでの接客 
キッチン/ 洗い場や、メイン・サイド商品の調理

勤　務▶週2～5日　※相談に応じます。
時　間▶ 7:30～15:00、11:00～17:00、 

17:00～22:00、19:00～24:00
給　与▶ 時給890円～ 

※22時以降/時給1,112円以上～
資　格▶ 未経験者歓迎、フリーター・主婦（夫）・ 

高校生・専門学校生・大学生歓迎
待　遇▶ 昇給制度、車通勤可、有給休暇、交通費規定 

支給、制服貸与、労災保険有、食事補助有

募集
★ 1週間毎のシフト作成！ 
予定も立てやすく、お休みも取りやすい♪

★週2日～OK！自分のペースで楽しく働けます。

ホール・キッチンスタッフ
全時間帯で

恵庭 ア パ ホール・キッチン

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

給　与▶ ［一般］時給908円　［学生］時給890円
時　間▶ 17:00～21:15
勤　務▶ 週3日 1名募集

給　与▶ ［一般］時給912円　［学生］時給890円
時　間▶ 17:00～21:00の間で4時間程度 

※応相談 1名募集

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32

待　遇▶ 制服付与、交通費規定支給、車通勤可
〈共通項目〉

[応募］希望の店舗に電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。担当/店長

部門の
募集ですレジ

今回は

Web応募
はコチラ

恵庭店

☎33-1122
恵庭市本町210

応募

Web応募
はコチラ

☎23-7667
千歳市勇舞8丁目1-1

長都店

応募

千歳・恵庭 ア パ レジ

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

清掃員
パート

募集

②【パート】新千歳空港/千歳市美々
資　格▶ 公共交通機関による通勤が出来る方
給　与▶時給898円
時　間▶7:00～11:00　※実働4h
休　日▶週休2日以上　※応相談
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、 

雇用保険加入

千歳 パ 清掃

仕　事▶スーパーの店舗内清掃
給　与▶ 時給920円
勤　務▶ 水・木・金・土
時　間▶ 平日/7:30～10:00　土・日・祝/6:30～9:00
 待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、有給休暇有
勤務先▶ 恵庭市恵み野里美2丁目（JR恵み野駅西側）

清掃スタッフ
920円

募
集

時
給

二幸産業 〒060-0031
札幌市中央区北1条東2丁目
5-2札幌泉第１ビル

☎011-241-2580
まずはお電話ください。面接は勤務先で行います。

北海道支社

担当/畠山

株式
会社

Wワーク
OK!!

朝の時間を有効に! 男
女
と
も
に
活
躍
中
‼元気な

60歳以上の方も歓迎♪

恵庭 パ 清掃

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

金森千歳市高台5丁目5-2

090-5959-8691
☎0123-46-5891

担当/
金森

お気軽にお電話ください。

資　格▶健康な方
仕　事▶清掃
給　与▶時給900円
時　間▶9:00～13:00 ※応相談
勤　務▶木曜以外で週1回　※応相談
待　遇▶交通費支給
勤務先▶ 千歳市高台5丁目5-2 

（サツドラ千歳高台店から徒歩1分）

千歳 パ 清掃

ご応募 
お待ちして 
おります♪

仕　事▶ 福祉施設の日常清掃業務
時　間▶7:00～10:30（実働3.5h）
給　与▶ 時給889円 ※試用期間1ヶ月有/同条件
休　日▶ 水曜、日曜、祝日
待　遇▶ マスク・保護手袋支給、制服貸与、 

交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ 恵庭市南島松6-4

清掃員募集

㈱真和サービス 札幌市中央区南28条
西12丁目2-11

☎011-513-6777 担当/山田
受付/9～18時

電話連絡の上写真付履歴書をお持ちください。
（面接は現地又はご自宅近くにて行います。）

恵庭 パ 清掃

千歳市新富1-3-5社会福祉法人

千歳市社会福祉協議会 ほっとす

☎0123-42-3133

詳しくはコチラ!
その他採用情報有

［受付］月～土/8:45～17:15 ［担当］介護総務係

デイサービスセンター利用者様の健康チェック等

資　格▶ 看護師又は准看護師、 
普通免許（AT限定可）

休　日▶週休2日等（年間125日程度）
給　与▶ 月給193,300円～ 

※賞与年2回（計2.55ヶ月分）
時　間▶8:45～17:15(休憩45分)
待　遇▶ 通勤手当、扶養手当、住宅手当、 

寒冷地手当、退職金手当、昇給有

看護職員募集!

まずはお電話ください。

千歳 正 看護職員


