
2022年7月29日（金）ちゃんと 10

24時間受付OK！ 
お気軽にお電話ください。 0120-172-642

千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F
当社は「社団法人 日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号 派01-300587㈱アスクゲートノース

登録会開催
場所 北ガス文化ホール 小会議室1

（千歳市民文化センター）

期　間▶更新制
時　間▶ 10:00～14:00 

（9:00～16:00の間で 
実働4～6hも可）

給　与▶ 時給1,000円～
休　日▶シフト制（週2～4日で相談可）

期　間▶長期
時　間▶ 5:00～13:00
給　与▶ 時給1,200円～
休　日▶シフト制（週休2日）

期　間▶長期
時　間▶  ①7:00～16:00  

②12:00～21:00 
③14:00～23:00  
④15:00～24:00 
※①～④の中から選べる固定勤務

給　与▶ 時給1,050円～ ※22時以降深夜割増有
休　日▶土日 期　間▶即日～10月上旬

時　間▶   9:00～17:00 
（午前・午後に休憩あり） 
※日により開始時間が遅れる可能性あり

給　与▶ 時給1,011円～
休　日▶週2～4日で相談可

期　間▶長期
時　間▶   5:00～13:00
給　与▶ 時給1,200円～
休　日▶シフト制（週休2日）

期　間▶即日～9月中旬
時　間▶  8:00～17:00
給　与▶ 時給1,000円～
休　日▶シフト制（出勤日数の相談可）

9:30～12：00
8/3水開

催
日
時

期　間▶更新制（短期の相談可）
時　間▶ 7:00～23:00の間で 

実働4～6h ※相談可
給　与▶ 時給900円～
休　日▶シフト制（週1～4日で相談可）

千歳・恵庭・他 派 製造、清掃、選果、調理補助、収穫 契 送迎ドライバー

時給 円1,000

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちいただくかご郵送ください。
担当/ 尾田☎0123-26-1155
千歳市千代田町
6丁目1番地

仕　事▶ 朝食の仕込み、簡単な調理、 
バイキング会場での料理の補充等

時　間▶ ①5:00～9:30 ②5:00～14:00（休憩1h） 
※応相談

資　格▶ 年齢不問、シルバー世代歓迎
勤　務▶週3～5日　※応相談
給　与▶ 時給1,000円 

※研修期間2週間/時給889円
待　遇▶ 社保完備、希望休日取得可、制服貸与、交通

費規定支給、車通勤可（無料駐車場有）

◆ 朝食スタッフ

千歳 ア パ キッチン、ホール

〒066-0022 
千歳市豊里

1丁目2番15号

担当/ 下
しもたしろ

田代☎0123-23-1105
まずはお気軽にお電話ください！

業績好調のため、
増員募集!

仕　事▶ 食肉加工業務、ピッキング業務、商品管理業務等
資　格▶ 普通自動車免許、未経験者歓迎、44歳未満の方

（若年層キャリア形成の為）
給　与▶ 月給204,100～250,000円 

（一律手当/固定残業代月45h 49,995～
61,245円含む） 
 ※45hを超えた場合は別途支給 
※試用期間3ヶ月（日給9,340円）

時　間▶ 8:00～17:30（実働8h）
休　日▶ 週休2日制（日曜日・その他1日）、 

お盆・年末年始、年次有給休暇有 
※1～11月は土日休み（土曜日は当番制で、出勤
　の可能性有。平日に振替休日付与。） 
※12月は日曜日休み

待　遇▶ 各社保完備、車通勤可、昇給有、 
決算手当、退職金制度有

千歳 正 食肉の製造・管理

千歳市北栄2丁目31-10 小僧寿し 北栄店 

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-24-8066 担当/宮内・宮崎 

仕　事▶ お寿司の製造・販売
資　格▶ 未経験者歓迎、高校生、大学生、専門学校生可
給　与▶ 時給900円～
時　間▶ 17:00～20:00、土日祝/15:00～20:00
勤　務▶週3～4日 ※時間応相談
待　遇▶車通勤可、制服貸与 

◇店舗スタッフ

スタッフ募集
未経験者歓迎です!!

千歳 ア パ 店舗スタッフ

★ 警備会社に入社する際必要な法定書類の費用も全額負担します！

時　間▶ 8:00～17:00、20:00～翌5:00
給　与▶ 月195,300円～+諸手当 

※月20日勤務未満でも給与保証
待　遇▶ 各社保完備、日・週払い（規定有）、交通費全額支給、 

残業手当・深夜手当・車両手当・職務手当・業務手当・ 
資格手当、正社員登用後住宅・扶養手当有、 
寮完備（家具・家電付き１人部屋）、 
社員登用制度有、法定研修20h/17,780円、 
制服・備品貸与有（防寒・暑さ対策)

◆ 一般交通誘導員/契約社員

【長期】3ヶ月以上　【短期】即日～9月末
資　格▶18歳以上（警備業法によるため）
給　与▶ 長期:未経験者/日給10,000円 

　　 有資格者/日給10,500円 
　　 ※試用期間5～10日有 
短期:未経験者/日給9,500円 
　　 有資格者/日給10,000円 
　　 ※22～翌5時深夜割増有 
　　 ※短時間保証有 
　　　 （4h未満勤務/日給の60% 4h以上勤務/全額支給) 
　　 ※支払方法に応じて当社規定有

時　間▶ 8:00～17:00、20:00～翌5:00 
※日勤・夜勤のみも可、希望考慮

待　遇▶ 日・週払い（規定有）、交通費全額支給、 
深夜手当・車両手当、資格手当、 
法定研修20h/17,780円、 
制服・備品貸与有（防寒・暑さ対策)

◆ 一般交通誘導員/アルバイト

《共通項目》

交通誘導員5名大募集！！

本社札幌も同時に大募集！

● 本社/札幌市北区北11条西2丁目（地下鉄北12条駅より徒歩2分）

警備業(公安委員会認定第492号・警備業協会会員)

☎011-747-8116

新卒者も 
  歓迎‼

寮完備‼

月収27万円以上可能!!即日対応可能
日給　未経験者/10,000円　経験者/10,500円
正社員登用有り!

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-29-6755有限会社プラス恵庭
営業所

恵庭市恵み野里美1丁目1-21ポラリス恵み野駅前205号

契約社員 2名

1名短期アルバイト
2名長期アルバイト

未経験者でも、高収入・高待遇!

千歳・恵庭・他 契 ア 交通誘導員

勤務先▶ 恵庭・千歳・北広島市内・札幌市内他 
※現場直行直帰

千歳市泉沢1007
（TAA構内）

仕　事▶ 構内の中古車の拭き上げ、車両移動、
スマホでの写真撮影、PC入力作業

資　格▶ 要普免(AT限定可)、未経験者歓迎
給　与▶ 時給920円～
時　間▶ 9:00～17:45 ※残業有
休　日▶ 週2日（日・他1日、TAAカレンダーによる） 

★夏休み、年末年始、長期休暇有
勤　務▶ 週3日～OK ※日数応相談
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、 

交通費規定支給、昇給有
勤務先▶ 千歳市泉沢1007 (TAA構内)

接客なし
★長期休暇充実!!

まずはお気軽にお電話ください。
受付/9～18時
担当/水野 080-6061-8482

99.9%考慮 !
シフト希望 急なお休みにも 

対応可 !

ノーストランス㈱

未経験者大歓迎 !

千歳 ア パ 構内作業スタッフ

千歳市上長都939-20　★JR長都駅より徒歩5分

㈱北潤ボトリング
■FSSC22000認証取得工場　■セコマグループ

ホクジュン

仕　事▶ペットボトル製品の検査、他軽作業
資　格▶経験者優遇
給　与▶時給900円～
時　間▶ ①9:00～13:00　②12:00～16:00 

③8:30～17:30の間で4～5h（応相談）
休　日▶ 日祝、シフト制 

※ 年間105日、土曜70％休み 
（会社カレンダーによる）

期　間▶1年毎の更新 
待　遇▶ 雇用・労災保険、制服貸与、交通費規定支給、 

車通勤可、試用期間3ヶ月（同条件）

☎0123-27-3838 担当/青山

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

時給

900円～

千歳 パ 製品検査、軽作業

期　間▶長期（3ヶ月毎の更新）
仕　事▶ 金属部品の目視検査や梱包等
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶時給1,020円
時　間▶ 8:30～17:00の間で実働5～7.5h ※応相談
休　日▶ 隔週土曜、日曜、他、会社カレンダーによる
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、有給休暇、昇給年1回
勤務先▶恵庭市戸磯

苫小牧市晴海町43-3

まずはお気軽に、お電話ください。

080-1886-5576
☎0144-55-4466

株式会社 トラスト

担当
川岸

派01-300948

「応募しない」はもったいない
日勤★座り作業★選べる働き方

週20h～ 
勤務OK！

恵庭 派 検査・梱包

恵み野店 恵庭市恵み野西3丁目1

給　与▶ ［一般］時給905円　［学生］時給890円
時　間▶ 17:00～21:00
勤　務▶ 週3～4日

応募 ☎36-2980 2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
千歳市勇舞8丁目1-1長都店

☎23-7667応募

千歳・恵庭 ア パ レジ

給　与▶ ［一般］時給979円　［学生］時給890円
時　間▶ 10:00～14：00、13:00～17：00、17:00～21:00
勤　務▶週4日程度

若干名募集☎26-6660
千歳市日の出1丁目1-66千歳店

応募

[応募］ 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

待　遇▶ 制服付与、交通費規定支給、車通勤可
《共通項目》

札幌市中央区南13条西11丁目2-32㈱ラルズ

Web応募
はコチラ

★ 3店舗店とも 
他部門も 
募集中です！

レジスタッフ
募集!!

仕　事▶ 北海道産のフルーツの販売業務全般、 
生フルーツ・カットフルーツ・フレッシュジュース・
フルーツ加工品、ソフトクリームなどの販売・ 
補充・レジ業務、商品の発送受付等

資　格▶ 未経験者・経験者共に歓迎、 
フルタイム・土日勤務できる方歓迎、学生不可

給　与▶ 時給920円～　※試用期間3ヶ月/時給890円
時　間▶ 7:30～20:30の間で実働7.5h ※休憩1h 

①7:30～16:00　②10:00～18:00 
③12:00～20:30

休　日▶  月8～10日　※シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、社員割引有、 

空港施設内割引有、制服貸与、有給休暇

勇払郡安平町早来富岡210-20
受付/平日9:00～17:30 
担当/田仲☎0145-26-2800

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

（新千歳空港国内線ターミナルビル2F）
HOKKAIDO FRUITS 耕人舎

北海道の美味しいフルーツを 
道内・道外のみなさんにお届け♪

★面接日や勤務開始日はご相談ください。

千歳 ア パ 販売

WEBも
要チェック！

毎週木曜日に更新中！

Q人ナビ

勤務先▶JR新千歳空港駅
仕　事▶ JR新千歳空港到着の列車内清掃、座席回転、

ゴミ処理、その他、及び駅舎清掃
資　格▶ 60歳未満の方 

※定年後は嘱託社員として65歳まで勤務可
時　間▶ ① 8:50～翌8:55 

（一昼夜交代制/実働14時間10分）
　　　　② 8:50～16:40 

（実働7時間5分、休憩45分） 
※シフト制

給　与▶ 月給157,500円 
※試用期間6ヶ月（同条件）

休　日▶月6日、シフト制
待　遇▶ 各社保完備、昇給年１回、賞与年２回、 

有給休暇、交通費規定支給、制服貸与
お電話の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。担当/安藤

北海道クリーン・システム㈱ 札幌鉄道支店 空港営業所
千歳市美々JR新千歳空港駅舎内■JR北海道グループ

正社員

清掃員募
集

☎0123-45-7160  080-2877-3015

★男性活躍中!　★若干名募集!

千歳 正 清掃

介護職員・調理員募集中!
★ 未経験者多数勤務しています！ ★勤務開始日応相談
※ 夜勤明けの次回勤務は47～71h後となります。

安心できる仲間とやりがいのある仕事を

千歳市勇舞1丁目2-2㈱えみな まずはお気軽にお電話ください。担当/糸田

☎23-2262（えみな うらら家
か

） 080-7656-6610

待　遇▶ 昇給有、賞与有、交通費規定支給、車通勤可
資　格▶ 無資格OK、普通免許有尚可

共通項目

年末年始手当支給夜勤専任も可！（正社員に準じる）

仕　事▶ 要介護高齢者の生活介護全般
給　与▶ 月給210,090～220,180円 

※賞与、夜勤手当6,000円/回、処遇改善手当含む 
　パート/時給890～940円

時　間▶ ［日勤］8:30～17:30　［早出］6:30～15:30 
［夜勤］15:30～翌9:30　※パート応相談 
※利用者状況により遅番有

勤　務▶ 4週8休 ★年3日特別休暇有
勤務先▶ グループホームえみな ゆうまいの家 

（千歳市勇舞7丁目10-12）、 
小規模多機能ホーム エルムの家 
（千歳市長都駅前5丁目1-10）

仕　事▶高齢者向け住宅にて食事調理
給　与▶時給890～905円
時　間▶8:30～　※実働5.5～6.5h　　勤　務▶週4日
勤務先▶ サービス付き高齢者向け住宅えみな うらら家 

(千歳市長都駅前5丁目1-10)

◆ 介護職員/正社員・パート

◆ 調理員/パート

株
式
会
社
え
み
な
は「
心
に
寄
り
添
う
介
護
」の
提
供
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

千歳 正 パ 介護職員パ 調理員

★ えみな介護職員養成講座で初任者研修受講可 
（約半額の還付金制度有）

〒066-0075　千歳市北信濃776-11

くらしの輝き　手から手へ

まずはお気軽にお問合せください。
担当/小池☎0123-23-4251

千歳 正 集配ドライバーパ 軽作業スタッフ

子育て中、シニアの方歓迎！ 
フルタイム、午前、午後等自分に合わせてお仕事が出来ます！
仕　事▶クリーニング工場での衣類仕分け、たたみ作業
資　格▶扶養内勤務可能、未経験歓迎
時　間▶ ①8:20～16:20（休憩80分） 

②8:20～12:00　③12:50～16:20
給　与▶時給889円～ 
休　日▶日曜、祝日、他
《共通項目》
待　遇▶ 各社会保険完備、交通費規定支給、 

車通勤可、駐車場完備、クリーニング代優遇

仕　事▶ 決まったルート集配になります。最初は1週間程度、
寄り添い丁寧にご指導致しますので、ご安心ください。

資　格▶要普通免許、未経験歓迎
時　間▶ 8:20～16:20（実働7h） 

※週3日程度、残業有
給　与▶  月給/200,000円以上+各種手当 

※固定残業手当20時間分、30,000円を含む 
　超過分は別途支給　※昇給有

休　日▶ 日曜、祝日、他

正社員募集

パート募集

◆ 軽作業スタッフ/パート

◆ 集配ドライバー/正社員


