
2022年8月5日（金） ちゃんと11

未経験者
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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

千歳市上長都1160-21トライフード（株）
【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

《共通項目》
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

仕　事▶ 野菜加工工場の敷地内にて、フォークリフト
を使用し、野菜類などの運搬をする作業

資　格▶ フォークリフト免許保持者
給　与▶時給1,000円～

◆フォークリフト作業

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

◆野菜カット・箱詰め作業

★送迎します！！ 日数応相談!

スタッフ募集!!
千歳 ア パ 工場内作業

北海道のソウルフード 
「ザンギ」「ジンギスカン」等 

全道各地の美味しいお肉を扱っています。

ミートマルシェ
「B-style’s」

新千歳空港国内線 
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、車通勤可（民間駐車

場利用可）、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。 

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

◆早朝7:30～9:00は時給 円～！1,030
◆主婦（夫）、大学・専門学校生も幅広く歓迎！
◆勤務開始日はご相談ください。

お問い合わせ 
（受付/8:45～17:15）

〒064-0804　
札幌市中央区南4条西6丁目8-3
晴ればれビル10階
担当/総務課 採用担当

郵
送
先

札幌市西区宮の沢1条1丁目1-10

公益財団法人
さっぽろ青少年女性活動協会

仕　事▶ 千歳市児童館・学童クラブにて、児童の指導業務及び、施設管理業務
資　格▶ 高卒以上、令和5年4月1日現在で59歳以下（定年60歳の為)、 

かつ、いずれかに該当する方 
① 幼稚園・小学校・中学校、義務教育学校・高等学校・中等教育の教諭 
資格保有者、または社会福祉学・心理学・教育学・社会学・芸術学・ 
体育学を専修する学科もしくはこれらに相当する課程を修めて卒業した方

　　　　②保育士、社会福祉士の資格保有者 
　　　　③ 2年以上児童福祉事業（児童館等)に従事した経験（令和4年10月1日時点）、 

かつ総勤務経験2,000時間以上の方
給　与▶月給162,600円
時　間▶午前8時～午後6時30分の間で実働6h 
休　日▶ 4週を通じて8回の指定日、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、賞与年2回、有給休暇
応　募▶写真付き履歴書・職務経歴書を郵送またはメール（PDF）でご提出ください。 
勤務先▶ 千歳市内児童館、学童クラブ

◆児童指導員

 011-299-4590
メール
syaa-saiyou2022@syaa.jp公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会

千歳市児童館・学童クラブ
職員募集!!

令和4年10月1日（土）
令和4年8月21日(日)
令和4年8月29日（月）

※ 選考の日程は 
予定です

採用日
1次選考
最終選考

千歳 正 児童指導員 

お仕事
ファイル

体力

サポート度

コミュニケーション能力

様々な企業にて書類作成や処理、データ入力や電話応対、来客応対などの業務
全般を担う職業。一般事務や経理事務、営業事務、学校事務などがある。
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●MOS ●秘書検定
●ITパスポート など

事務員

資　格▶ 普通自動車免許、介護福祉士又は介護職員初任者
研修修了（旧ヘルパー2級）以上

給　与▶ 週5日勤務/時給1,260円～ 
週4日勤務/時給1,200円～ 
※いずれも処遇改善手当を含む 
★業績により年1回一時金を支給 ★昇給制度あり

時　間▶規定による
勤　務▶ 週４～5日（応相談） ※シフト制
待　遇▶ 介護福祉士手当、通勤・車両借上手当、その他 

社保加入可能（時間数による） ※希望者のみ

★有給を取得しやすい！
★1年以上、離職者ナシ！長く働ける環境です。
ご自宅を訪問し､買い物･掃除･移動等を行うお仕事です。

〒061-1446　恵庭市末広町125番地1

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

時間相談
できます♪

担当/笹川まずはお電話ください。  0123-33-1120

恵庭 パ 訪問介護員

ホームヘルパー募集!

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

★ 各4店舗 
　他部門募集中!

Web応募
はコチラ

千歳市勇舞8丁目1-1長都店

千歳市日の出1丁目1-66千歳店
2名募集26-6660応募

給　与▶ ［一般］時給936円　［学生］時給890円
時　間▶ 8:30～13:00　※週4日の勤務 

※8:30～16:30の通しも可

給　与▶ ［一般］時給930円　［学生］時給890円
時　間▶ 17:00～21:00　※応相談

給　与▶ ［一般］時給936円　［学生］時給890円
時　間▶ 7:00～12:00　※週4日の勤務

2名募集◆さかなやの寿司（寿司製造）

給　与▶ ［一般］時給936円　［学生］時給890円
時　間▶ 7:30～12:30　※週4日の勤務

2名募集◆さかなやの寿司（惣菜製造）

1名募集23-7667応募

恵庭店 恵庭市本町210

3名募集33-1122応募

給　与▶ ［一般］時給930円　［学生］時給890円
時　間▶ 7:30～12:00　※週4日の勤務

給　与▶ ［一般］時給930円　［学生］時給890円
時　間▶ 8:30～13:00　土日/7:40～12:40 

※週4日の勤務　※土日勤務できる方希望

恵み野店 恵庭市恵み野西3丁目1

1名募集応募 36-2980

水産部門
今回は

の募集です

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32

待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、車通勤可共通項目

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

応
募

千歳・恵庭 ア パ 水産

＼仕事探すなら／ 仕
事
を
し
て
い
る
者
の
背
中
だ
…

貫
禄
が
違
う
…

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

［紹介予定派遣］介護補助スタッフ
資　格▶ 有資格者・無資格者共に可
期　間▶ 派遣社員として研修開始から3ヶ月後、 

双方合意の上で直接雇用予定
時　間▶ 8:00～18:00の間で1日4h～相談OK 

例/10:00～14:00、9:00～13:00、 
8:00～14:00、8:00～17:00、 
9:00～17:00、10:00～18:00等 
※固定シフトOK！夜勤・残業なし！

給　与▶ 経験者/時給1,229円～ 
未経験者/時給1,048円～

勤　務▶ 週3日～ご希望に応じます。 
※土日祝休み、指定曜日休みもOK

待　遇▶ 社会保険完備、交通費全額支給、車通勤OK
勤務先▶ 千歳・恵庭市、長沼町等の施設からお選びいただけ

ます（デイサービス・グループホーム等）。

■一般労働者派遣事業許可番号（派13-304719）
■有料職業紹介事業許可番号（13-ユ-304566）

札幌市中央区北4条西6-1 毎日札幌会館6階
㈱シグマスタッフ 札幌支店

資格取得
支援も有!!

北海道委託　令和4年度
潜在的介護職員等活用推進事業

お気軽にお電話ください。
面接は千歳・恵庭市内および各地域で行います。

0120-933-797

★職場見学OK！ ★異業種からの転職も大歓迎！
★ 勤務先がご希望に合わなければ、他の事業所等を 
ご紹介いたします。

勤務開始日
ご希望に応じます!

扶養内勤務OK!

ブランクOK !

★身体介助なしのお仕事もあり！

未経験
無資格
専属コーディネーターが、

手厚くサポートしていくので安心！

1日4時間＆週3日から
希望の時間・日数相談OK!

自由!働
き
方

OK!

千歳・恵庭・他 派 介護補助スタッフ（紹介予定派遣）

期　間▶即日～8月末まで ※延長可
時　間▶ 昼勤/9:00～18:00（休憩1h）、14:00～18:00 

夜勤/19:00～翌4:00（休憩1h） 
※生産量に応じ、2h程度の残業の可能性有

資　格▶ 未経験者歓迎 
※ 食品衛生上マニキュア・付け爪・ 
ひげは禁止、貴金属類の着用不可

給　与▶ 昼勤/時給920円 夜勤/時給1,000円 
※22～翌5時は深夜時給1,250円 
★月末月初手当あり！　 
（実働6h以上の方が対象。合計6日間、最大6,000円） 
毎月末3日間と毎月初めの3日間は、1日出勤ごとに
1,000円支給

学生
大歓迎!!

山崎製パン㈱札幌工場 恵庭市恵南10-1

まずは、お気軽にお電話ください。

★JRサッポロビール園駅より徒歩15分
 0123-34-1128《受付》9～18時

人事採用担当まで

当社ホーム
ページはコチラ◆ 期間中1日～OK!! ◆ 交通費規定支給

◉JR恵庭駅から無料送迎有※時間による

恵庭 ア パン・和洋菓子・弁当等の製造補助、仕分け


