
2022年6月24日（金）ちゃんと 12

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

千歳 パ 清掃

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

③ 千歳科学技術大学/千歳市美々
資　格▶公共交通機関による通勤ができる方
給　与▶時給898円
時　間▶7:00～15:00　※実働7h 
休　日▶ 週休2日
待　遇▶ 社会保険完備、制服貸与、交通費規定支給

① 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▶ 雇用保険加入、 制服貸与、交通費規定支給

② 新千歳空港/千歳市美々
仕　事▶公用車の洗車業務
給　与▶時給898円
時　間▶6:00～10:30　※実働4.5h
休　日▶土・日曜、祝日他
待　遇▶ 交通費規定支給、雇用保険加入

④ 千歳市役所/千歳市東雲町

毎年人気のお仕事なので、決まり次第終了です！！

カンタン作業♫ 希望の日数・曜日で働けます！

短期アルバイト

● 今回勤務された方には、今冬お歳暮時期のお仕事を優先案内!!

☎0123-23-5125
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

★詳細は面談にて★

新千歳流通センター（千歳市北信濃863-2）
（担当まで）

鴻池運輸株式会社

前回来てくれた方、時給UPします！

期　間▶6月27日～8月初旬（7月のみでも可)
仕　事▶ ①御中元ギフトの包装ライン・検品・積込　 

②運搬作業（包装後のギフトを運搬する作業）
資　格▶ 未経験者歓迎、60歳まで（定年雇い止めのため）
給　与▶ 【運搬作業】時給1,000円 

【包装ライン･検品作業】時給900円 
※経験者は優遇（規定有）

時　間▶ 9:00～16:30（実働6h程度） ※状況による
勤　務▶ 期間中の14～30日間 ※応相談
待　遇▶車通勤可（交通費支給有）
勤務先▶新千歳流通センター（千歳市北信濃863-2）

●検温の実施 ●作業時にはフェースシールド支給 ●アルコールの設置 
●密を防ぐために、ソーシャルディスタンスを守ってます。 　　　など

御中元ギフトの

★ 自動包装の機械あります！  
手作業もありますが、カンタンですよ♪

【包装後のギフト製品を積込する作業】
のスタッフ、募集強化中です！

❷運搬作業スタッフ

時給1,000円！!
収入例

30日勤務で

180,000円以上
14日勤務で

84,000円以上

男性
活躍中

★友達と応募もOK！
★主婦・大学生以上の方歓迎!!

御中元ギフトの包装作業
（ピッキング・包装・検品作業）
★ 基本、土日祝 
お休みです！

❶ギフト包装ライン・検品作業

時給900円
収入例

30日勤務で

162,000円以上
14日勤務で

75,600円以上
男女ともに
みなさん
大歓迎!

新型コロナウイルス感染症対策も
万全です!!

女性
活躍中

●

鴻池
運輸
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勤務先・ 
面接場所はここ

千歳 ア ギフト包装ライン・検品作業、製品積込作業

初心者でも安心して 
働ける環境です♪

ミートマルシェ「B-style’s」
新千歳空港国際線ターミナルビル2F

千歳市柏台南
1丁目1-9（株）

仕　事▶ 肉や惣菜などの調理、畜産加工品・テイクアウト
商品などの接客・販売、品出しなどの店内業務

資　格▶未経験者歓迎、主婦（夫）、フリーター歓迎
給　与▶ 時給930円～ 

※7:30～9:00/時給1,030円～ 
※試用期間（最大3ヶ月）/時給910円

時　間▶7:30～20:30の間で5～8h
勤　務▶週3～6日　※応相談
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、昇給有、 

年末年始手当、制服貸与、正社員登用制度有
勤務先▶ミートマルシェ「B-style’s」

【受付/9時～17時】　担当/羽根田（はねだ）
☎0123-49-3366

まずはお気軽にお電話ください。 

◆早朝7:30～9:00は時給 円～！1,030
◆大学生・専門学校生も大歓迎！
◆勤務開始日はご相談ください。

勤務日数・扶養内勤務、相談に応じます！

千歳 ア パ 販売、調理補助

仕　事▶ 自衛隊内にある売店での 
品出し・レジ・清掃等

給　与▶時給906円～ ※昇給有
時　間▶  [平日]15:00～20:00の間で実働4～5h 

[土・日・祝]10:00～15:00
勤　務▶週4～5日
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、車

通勤可（無料駐車場有）、有給休暇、制
服（エプロン）貸与、試用期間3ヶ月有

勤務先▶ 東千歳駐屯地 東厚生センター内

千歳市祝梅1016㈲ティーワイコーポレーション 東千歳店
☎0123-40-2531 担当/五

い か り
十里

売店スタッフ募集!
未経験者
歓迎！

千歳 パ 店内業務全般

勇払郡安平町早来富岡210-20

仕　事▶ 花と野菜の直売所「サックルズファー
ム」での店内業務（レジ打ち、商品の陳
列、袋詰めなど）、配送業務

資　格▶ 未経験者・経験者ともに歓迎、車通勤で
きる方（公共交通機関が少ない為）

給　与▶  時給900円～
時　間▶8:30～17:00の間で実働7h（休憩1h）
休　日▶月10日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

有給休暇、社員割引有

受付/平日9:00～17:30　　担当/笠井
☎0145-26-2800
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

販売未経験者歓迎!
スタッフ募集!直売所
お花や 
野菜の知識は不要
自然豊かな環境
通勤ルートも快適!!

詳しくは 「北海道興農社」で検索！

安平 ア パ 直売所業務

〒059-1434　勇払郡安平町早来富岡129番地

社会福祉法人
富門華会 第二富門華寮

だ い に も んふ け りょう

仕　事▶ ①障がい者支援施設での利用者の介護支援 
② 障がい者支援施設での夜間介護支援

資　格▶要普通免許　　　　休　日▶完全週休2日制
給　与▶ ①②月給16～20万円 

※②の夜勤手当24,255～30,345円 
　（月21日勤務の場合）

時　間▶ ①8:00～17:00、他3パターン（応相談） 
②21:00～翌7:00

待　遇▶ 雇用保険、労災保険、健康保険、 
厚生年金、車通勤可、交通費規定支給、 
寒冷地手当、住宅手当、賞与有

 

090-6212-8125まずは、お気軽に 
お電話ください。

担当/
廣川

生活支援員 各1名 
 募集！

安平 契 生活支援員

仕　事▶ 入居者の見守り、食事提供サービス等
給　与▶ 時給890円 

※22時以降深夜割増/時給1,113円
時　間▶ 19:00～翌6:00　※実働5h 

 19:00～翌9:00　※実働8h 
※22時～翌4時は仮眠

勤　務▶ 週1日～OK　※シフト制　※希望日応相談

恵庭市大町1丁目9-12
合同会社すまいるくりえいと

まずはお気軽にお電話ください。
☎0123-25-6468

受付/
9:00～17:00
担当/安田

仕　事▶施設内全般の清掃
給　与▶ 時給890円
時　間▶ 8:30～12:00（実働3.5h）　※シフト制、応相談
休　日▶ 日曜日、他希望日応相談

清掃

夜勤介護職員

資　格▶未経験者歓迎
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、車通勤可 

★長期勤務の方には退職金制度、 
　団体保険加入有

勤務先▶ グループホーム笑家えにわ 
（恵庭市大町1丁目9-12）

共
通 
項
目

週1日～ 
OK!

恵庭 パ 夜勤介護、清掃

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。面接は施設にて行います。
担当/ 看護:鮱名 

介護・間接業務:栗林
☎0123-40-2525
受付時間/10時～16時

北 星 館
〒066-0081 千歳市清流5丁目1-1

医療法人社団　いずみ会
介護老人保健施設

資　格▶看護師・准看護師免許
給　与▶ 月給208,150～246,310円
時　間▶ ①9:00～17:00（実働7h） 

②16:30～9:30（実働13h） 
※シフト制

勤務先▶ 介護老人保健施設北星館

資　格▶介護職員初任者研修修了
給　与▶ 月給183,570～238,070円
時　間▶ ①9:00～17:00（実働7h） 

②16:30～9:30（実働13h） 
③7:00～15:00（実働7h） 
※シフト制

勤務先▶ 介護老人保健施設北星館、 
通所リハビリテーション 
※応相談

仕　事▶ 介護業務全般、間接業務（シーツ交換、洗い物、物品補助）
資　格▶ 未経験歓迎、ケアワーカーは実務者研修、 

介護福祉士資格
給　与▶①時給950円 
　　　　②時給1,100～1,200円 
　　　　※ 取得助成制度有、 

実務者研修は助成金100,000円（条件有）、 
介護福祉士資格取得助成金は150,000円（条件有）

時　間▶ 応相談
休　日▶応相談
勤務先▶ 介護老人保健施設北星館、 

通所リハビリテーション　　※応相談
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、 

交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

休　日▶4週6休、正月、夏季休暇
待　遇▶ 各社保完備、昇給年1回、賞与年2回、 

交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

◆ 介護士・間接業務

北星館介護施設で 
働きませんか？ 看護師・介護士募

集

正社員共通項目

◆ 看護師

◆ 介護士

未経験者 
    歓迎！

千歳 正 看護師、介護士パ 介護士・間接業務

残業 
 ほぼなし！

残業 
 ほぼなし！

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

未経験者
歓迎

扶養内
勤務OK

Wワーク
OK

株式会社 報業社 千歳市北栄2丁目27-2

採用担当者☎23-2878
電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

仕　事▶ 文具・書籍・食品等を取り扱う売店で、 
レジ操作や品出し等をしていただきます。

給　与▶ 時給890円
時　間▶ 【平日】17:30～20:30 【土日祝】9:30～18:30  

※実働3～4h位　※シフト制
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、制服貸与、車通勤可
勤　務▶ 週2～3日　※応相談
勤務先▶ コンビニYショップ/恵庭市西島松308 

（自衛隊島松駐屯地内厚生センター）

恵庭 パ 店内業務全般
親切･丁寧に指導いたしますので未経験者でも安心！

仕　事▶ ①浴場、脱衣室等の清掃 
②清掃、簡単なボイラー操作（資格不要）

資　格▶未経験歓迎、シニアの方も歓迎
時　間▶5:30～9:00（実働3.5h、時々0.5h延長あり）
給　与▶時給920円
勤　務▶年中無休/シフト制（土日のみ出勤も可能）
待　遇▶労災保険、交通費規定支給、車通勤可

清掃員募集

日本管財サービス株式会社
〒066-0015　千歳市青葉8丁目3番1号

担当/高倉
☎24-0800電話連絡の上､写真付履歴書を 

お持ちください。

◆ 千歳乃湯えんの清掃

時 
給 920円

千歳 パ 清掃

勤務先▶新千歳空港/千歳市美々
仕　事▶ 新千歳空港内にて、各店舗への荷物の配達
期　間▶ 即日～長期　　
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給1,000円
時　間▶ 5:30～14:30、9:00～18:00 ※実働8h 

※出勤時間・勤務時間は応相談
勤　務▶ 週4日～ ※応相談
待　遇▶ 各社保完備（勤務による)、 

交通費規定支給、車通勤可、週払い制度有

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）

千歳 派 配達

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

◆電子基板製造 ◆テーマパーク内レストランスタッフ

当社HPお問合せフォームからも応募できます。

https://speed-hokkaido.jp/

 0120-095-350
出張面接や、電話面接も応相談

仕　事▶ ①調理場内での補助、洗い場食器洗浄等 
②デザートコーナーでの販売接客

時　間▶ 9:00～15:00、9:00～16:00、 
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 

※延長の可能性有
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）

日数・休み 
要相談

経験不問

一般労働者派遣事業（派01-300425） 有料職業紹介事業（01-ユ-300238）

函館市新川町1‐24  R4TM新川町 5F
スピード北海道株式 

会社

未経験者 
 歓迎！

軽作業 
 中心！

恵庭・その他 派 製造、レストランスタッフ


