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電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

千歳市北陽1丁目2-1フードD365千歳店
担当/加々谷☎27-5370

勤務日数・休日応相談!!

Qua ity & Discount スタッフ募集！
学生大歓迎！！

給　与▶ 時給899円
時　間▶ 17:00～21:00
勤　務▶週3～4日
待　遇▶ 制服貸与

 

レ
ジ

千歳 ア レジ

清掃員1名募集！短期 
アルバイト 

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
 090-9753-1491土日

期　間▶11月末まで
仕　事▶主に浴室清掃・コース内茶屋巡回
給　与▶時給1,000円
時　間▶6:30～10:00（実働3.5h）
勤　務▶週3～5日
待　遇▶交通費規定支給、制服貸与

◆ ノースカントリーGC/千歳市蘭越

千歳 ア 清掃

仕　事▶ 手作業での野菜のカット、移動補助及び工場内作業全般
資　格▶未経験者歓迎、経験・資格不問
給　与▶時給889円
時　間▶ 8:00～17:30　※休憩1.5h
勤　務▶ 週3～6日　※希望応相談 

※日曜日休み
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

服装自由、送迎有、社員登用制度有

【受付/午前中】

まずはお電話ください。 
面接日時・勤務開始日は相談に応じます。

☎0123-29-3320
千歳市上長都1160-21トライフード（株）

野菜カット･箱詰め
★送迎します！！ 日数応相談!

千歳 ア パ 工場内作業

資　格▶ 【正】59歳以下（定年雇い止めのため） 
【契】年齢不問

時　間▶9:00～18:00
勤　務▶シフト制　※日勤のみ
給　与▶ 【正】【契】月給193,500～254,000円
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

有給休暇有、【正】賞与年2回
勤務先▶ ラ・デュース中島/恵庭市中島町6丁目15-1

看護職員急募！

【受付/9～18時】 担当/木村
☎36-1111

恵庭市恵み野西
5丁目3-1ラ・デュース恵み野介護付有料

老人ホーム

まずはお気軽にお電話ください。

恵庭 正 契 看護師、准看護師

〒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。

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▶ 夜勤:例/18:00～翌5:00
勤　務▶4勤1休、もしくは週休2日
給　与▶ 完全歩合制 

4勤1休/月270,000円 
 週休2日/月230,000円 
※ 入社後1年間は給与保証有 
(当社規定による）

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

★二種免許取得養成制度有!

選べる働き方｝週休2日
4勤1休

夜勤 
乗務員 
   募集！

★異業種からの転職者も歓迎します!

千歳 正 嘱 タクシー乗務員

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

学生も可！

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 ア 派 配達

時　間▶16:00～18:30（実働2.5h）
勤　務▶週2～3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▶10:00～15:00（実働4.5h）
勤　務▶月24日程度、シフト制

◆新千歳空港/ベッドメイク

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▶7:00～16:00（実働7h）、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

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

千歳 契 清掃スタッフ

千歳市泉沢1007-266
株式会社パスコ

https://www.pasco.co.jp/

期　間▶1年毎の更新　※上限65歳まで
仕　事▶ ①地上アンテナシステムについて、マニュアルに沿って、各装置の状況確

　認や各種メンテナンス実施等の運用保守 
②専用ソフトウェアを使用し、マニュアルに沿って商業衛星の画像注文管
　理、画像生成の確認、画像品質の検査等の人工衛星運用 
※ 業務では、海外とのメールのやり取りやマニュアル読解等、英語の読み
書きがあります。

資　格▶ 未経験者応募OK、ITの知見のある方、設備管理等の業務経験 
あれば尚可、文系出身者の入社実績も有。

時　間▶ 9:00～17:30　※休憩65分　※残業/月20時間程度
給　与▶月169,000～338,500円
休　日▶ 週休二日シフト制、GW、夏季、年末年始、創立記念日、慶弔休暇、産前産後

休業、育児休業（最長2年）、介護休業、有給休暇
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、無料P有、住宅手当、残業手当、賞与

年2回（業績による）、昇給年1回（人事評価による）、試用期間1ヶ月（同条件）

未経験者 
応募OK! 

エントリーは
コチラから！

人工衛星の運用
地上局の運用保守

階層別・課題別、社外研修、OJT、e-ラーニング、通信教育など充実した研修有！

事
業
拡
大
の
た
め

急 

募

エントリーの登録内容で一次選考を行い、合否結果をメール
でご連絡します。一次選考通過者は、顔写真付履歴書と職務
経歴書をご提出頂きます。その後、web適正診断と面接2回
を行い、最終的な合否が確定します。

衛星事業部

弊社HP採用ページからエントリーをお願いします。

お問い合わせ
☎0123-28-5067（平日/10～16時）

千歳 契 地上局の運用保守、人工衛星の運用 千歳・恵庭・他 派 ①材料投入・運搬 ②ユニットバスの組立・加工・梱包 ③運搬・製造補助

★新型コロナウイルス対策中
★未経験者歓迎!!

まずはお電話ください！
［担当者直通番号］
☎0123-23-5323

【採用担当者】

ジェラテリア ミルティーロ
千歳市長都2 ※JR長都駅から約3km

受付/8時～16時30分

期　間▶即日～9月30日
仕　事▶ 店内業務全般 

（接客、ジェラート盛り付け、清掃等） 
★ 盛りつけは従来の「ヘラ」を使用せ
ず、「ディッシャー」で行います。 
誰にでも簡単にできるお仕事です。

勤　務▶ 基本平日 ※週2～4日 
※土、日、祝、勤務できる方尚可

時　間▶ 11:00～18:30の間で実働5h 
例/ 11:00～16:00、 
12：30～17：30、 
13：30～18：30

給　与▶ 時給1000円～ 
※試用期間中/時給900円  
※最長1ヶ月、能力により短縮

待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与

主婦(夫)の方歓迎！

1,000円～時
給

仕事終わりにジェラートが
食べられます♪

短期販売募集!!
スタッフ今期最終募集です♪

ご応募はお早めに！

千歳 パ 販売スタッフ

46
恵
庭
▼
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江
別

島松川

●
本田記念病院

やまかわ
ファーム

★

〒061-1364
恵庭市下島松221番地 やまかわファーム

担当/山川応募 090-8370-7442

期　間▶ 即日～10月下旬頃 
※応相談

仕　事▶大根の箱詰め、箱積み
資　格▶未経験者歓迎、性別不問
時　間▶ 8:00～15:00位（残業有） ※時間応相談
給　与▶時給950円 ※経験・能力による
勤　務▶週3日程度 ※日数・曜日応相談
待　遇▶労災保険、交通費規定支給、車通勤可、昇給有
応　募▶ まずはお気軽にお電話ください。 

面接時、写真付き履歴書をお持ちください。

950円

大根の箱詰めor箱積み
スタッフ募集

新鮮な大根のお土産付き♪

週3日程度で 
倉庫内のお仕事です。
8:30～の出勤を
ご希望の方は

お気軽にご相談ください。

時給

恵庭 パ 倉庫内作業


