
2022年7月29日（金） ちゃんと13

仕　事▶アパート、マンション共用部分の巡回清掃
資　格▶車両で移動できる方、未経験者歓迎
時　間▶ 8:00～17:00（フリータイムで1日4～5ｈ程度）
給　与▶時給920円
休　日▶土、日、祝日、ＧＷ、お盆、年末年始
勤　務▶月～金の間で、週3～4日
待　遇▶労災保険、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶千歳市内

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。

清掃スタッフ募集！
ご応募ください♪
男 女問わず

時 給 920円！ 未経験者 
歓迎！

千歳 パ 清掃 千歳

電話連絡の上、履歴書お持ちください。お気軽にお電話ください。

☎23-2010 受付/9時～16時

働きたい方募集!長期
仕　事▶ 炊飯業務及び配送
資　格▶普通自動車免許
時　間▶6:30～16:00　※残業含
給　与▶ 月給170,000円 

＋諸手当35,000円（定額） 
総支給/205,000円

休　日▶月8～9日　※シフト制
待　遇▶ 各種社会保険完備　※いずれも詳細は面談にて。

㈱吉田商店 〒066-0037
千歳市新富3丁目9-2

ちとせライスセンター

40代・50代活躍中！

契 炊飯業務及び配送

千歳市錦町
2丁目10-3ビジネスホテル ホーリン

担当/さいとう

☎0123-23-1166
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。

千歳

仕　事▶ルームメイク（客室の清掃・準備）
資　格▶ 年齢不問、未経験者歓迎、 

土日祝も勤務できる方歓迎
給　与▶ 時給930円～ ※試用期間有
時　間▶10:00～14:00 ※稼働状況による 
勤　務▶週2～5日程度
待　遇▶ 交通費規定支給、皆勤手当当社規定により支給

年齢
不問

扶養内OK!急募
◆ルームメイク

ア パ ルームメイク

仕　事▶ 廃棄物･資源物の回収等 
（塵芥収集車･4tトラック運転手、他）

資　格▶ 普通自動車免許、中型・大型自動車免許あれば尚可
時　間▶ 7:30～16:30(実働5～8h程度)
勤　務▶シフト制
給　与▶ 月159,300～177,000円  

※取得している免許による
待　遇▶ 各社保完備（勤務状況による）、交通費規定支給、 

飲料補助有（7・8月）、暖房手当（9月～翌3月）、 
年末手当、免許取得制度有

勤務先▶ 千歳市内

〒066-0067　千歳市桂木3丁目9-26
有限会社 協成ワーク

退職金制度、傷害保険、生命保険等
福利厚生充実!!

担当/髙橋☎0123-27-7244応募

千歳 正 廃棄物・資源物回収等

助手も 
同時募集！

安心して
働けます♪

勤務先▶JR南千歳駅および近隣の駅
仕　事▶ 駅舎内全般の清掃（男女・バリアフリー

トイレ含む）、ゴミの収集・分別、他
時　間▶ 8:30～15:45 ※実働6.5h
給　与▶ 時給895円 ※試用期間3ヶ月有（同条件）
勤　務▶4週6休 ※シフト制、応相談
待　遇▶ 各社保完備、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

☎0123-45-7160 080-2877-3015

駅舎清掃スタッフ
募集!★女性活躍中!

千歳 パ 清掃

介護職員 募 集
パート 経験者優遇

働きながら、当社指定の学校で1ヶ月間介護職員初任者研修を受講できます！

短時間も相談可要普通免許

働きながらの
資格取得が可能です!

ヘルプサービスきずな 〒061-1424
恵庭市大町1丁目8-5

まずはお気軽に
お電話ください。 【担当】もんま

【受付】9～17時☎39-5100

仕　事▶ 訪問介護やデイサービス施設での介護
資　格▶ 要普通自動車運転免許 

★ 介護系の資格がなくてもOK！ 
（当社指定の学校で1ヶ月間の研修を受けられる方）

給　与▶  ［介護職員初任者研修修了］時給930円～ 
※無資格の方（介護職員初任者研修受講中）も同時給 
［介護福祉士］時給1,000円～ 
※ともに経験年数により考慮致します。

時　間▶ 8:50～17:30　※実働4h程度～（応相談）
待　遇▶ 労災保険、賞与年2回、通勤手当、昇給年1回

恵庭 パ 介護

電話連絡の上、写真付履歴書を送付ください。
電話の際は、「Q人ナビをみた」とお伝えください。

美容室 Just Cut 花園店・恵庭店

資　格▶ 美容師免許
仕　事▶ サロン業務全般（カット・カラー・パーマ他）
時　間▶ 8:30～17:00の間で応相談
休　日▶ 定休日（日・祝）、その他シフト制
給　与▶ スターティング時給1,200円（入社から3ヶ月間）

3ヶ月後から保証給＋歩合給 
例）月8万円前後（週2～3日勤務、実働6h/日）

待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可（無料P有）
勤務先▶ 美容室 Just Cut 花園店もしくは恵庭店

主婦の味方！曜日、時間など働き方ご相談ください！
希望収入に合わせて働けます。お知らせください。

<花園店> 〒066-0028 千歳市花園1丁目3-10
<恵庭店> 〒061-1448 恵庭市相生町1-5-20

1,200円
スターティング時給

扶養内OK

残業なし

急募

車通勤可（駐車場会社負担）

〈CEPホールディングス㈱〉〈受付/平日 9:00～16:00〉
 0120-04-3933〈採用専用〉

千歳・恵庭 ア パ 美容師

仕　事▶ 新千歳空港内の巡回、他業務
資　格▶ 普通(中型)免許、車通勤できる方
給　与▶ 月給160,000円～ ※深夜割増含む 

※資格手当有/10,000円迄 
※入社後、資格取得制度有

時　間▶ 日勤/7:30～16:30 
夜勤/16:30～翌7:30   
（シフト交替制）

休　日▶ 月7～9日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

制服貸与、正社員登用制度有

空港施設
警備員 募

集

北海道東急ビルマネジメント㈱
千歳・苫小牧営業所

〒066-0027 千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F

担当/
スズキ☎0123-22-1090

問合せだけでもOK、まずはお電話ください。

千歳 契 空港施設警備員

正社員 
登用有

（医）三上内科呼吸器科クリニック
〒066-0021 千歳市東郊1丁目4-18 東郊メディカル1F

仕　事▶ 内科診療所での受付及び 
レセプト請求事務

資　格▶ 医療事務有資格者（レセプト請求
資格等）、経験者優遇、40歳まで
（若年層キャリア形成の為）

時　間▶ ①9:00～18:30（月・火・水・金） 
②9:00～13:00（木・土）

給　与▶ 月160,000～200,000円
勤　務▶ 4週5休 （月1回土曜休み）
休　日▶日・祝、お盆、年末年始他
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通勤

可、賞与有、退職金制度有
応　募▶ 履歴書（写真付）をご郵送ください。 

後日面接についてご連絡致します。

医療事務
開始時期応相談♪

まずはお電話ください。

受付 
9～18時☎0123-40-0350

千歳 正 医療事務

正
職
員

経
験
者
歓
迎
!!

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

朝からちょこっとお仕事！
＊ 入社日は 
ご相談ください‼
＊ ２０～６０代の幅広い 
年齢層が活躍！

市内無料送迎あり 

※ただしエリア・勤務シフトによる

仕　事▶ 調理器具やトレー
などを洗う作業、 
床掃除などの清掃

時　間▶ 7:30～11:30 
※実働4h、休憩無

【長期】清掃・洗いもの

仕　事▶ 炊かれた米を盛り
付ける作業

時　間▶ 5:00～9:00 
※実働4h、休憩無

【長期】米の盛り付け

仕　事▶ おかずやフルーツな
どの盛り付け作業

時　間▶ 7:30～11:30 
※実働4h、休憩無 
5:00～14:00 
※実働8h、休憩1h

【長期】おかずや 
フルーツの盛り付け

期　間▶長期（即日～3ヶ月以上）
給　与▶ 時給1,100円 

【月収例】 
18.4万円以上～可
(実働8h、月21日勤務の場合)

休　日▶ 週休2日 
※シフト制 
※休み希望制度有

待　遇▶ 各種社会保険完備、
交通費規定支給（上
限4万円）、無料駐車
場完備、残業手当有

勤務地▶新千歳空港

【共通項目】

千歳 派 清掃・洗いもの、盛り付け

Qua ity & Discount 恵庭市黄金南
6丁目10番地4

恵庭 パ 青果、レジ

まずはお電話でお問い合わせください。
後日面接日をご相談させていただきます。 

担当/採用係☎39-5555

給　与▶ 時給899円
勤　務▶ 日数・休日応相談
待　遇▶ 有給休暇、制服貸与、 

雇用保険、交通費規定支給

共通項目  日数・休日
応相談！

◆青果

◆レジ

時　間▶ 8:00～17:00（社保有）

時　間▶ 16:00～21:00

仕　事▶ 事務資料作成、領収書整理、会計ソフトを使用し
ての入力作業、支払い等の外回り（月1回程度） 
※資料作成はひな型があり、一からの作業はありません。

資　格▶ 要普免　※Word・Excelの基本操作が出来る方
給　与▶月給180,000円
時　間▶9:00～17:00（実働7h）
休　日▶土日祝、完全週休二日制
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇制度、 

交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場完備）
勤務先▶千歳市本町1丁目1番地1

千歳市本町1丁目1番地1

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-21-8730
株式会社クラーク総合通商

担当/田中

ぜひ 
ご応募ください！

千歳 正 一般事務

期　間▶長期（通年）
仕　事▶ 航空搭載便荷物の仕分け作業、 

到着便荷物の仕分け作業
資　格▶未経験者歓迎
時　間▶ ①22:00～翌6:00　②14:00～22:00 

※実働7h、休憩1h
給　与▶ 時給1,200円 

※22時以降時給1,500円
勤　務▶週4～5日
待　遇▶ ヘルメット貸与、安全靴貸与、車通勤可、
勤務先▶ ヤマト運輸（株）千歳ベース 

千歳市泉沢1007-206

千歳市平和1388-16

まずはお気軽にお電話ください。

ヤマト運輸株式会社　新千歳空港支店
☎0123-23-1185【担当】 

平吹（ひらぶき）

千歳 パ 宅急便仕分け作業

! !

1,200円
1,500円

時給

22時以降

募集時間
22:00～翌6:001
14:00～22:002

 


