
2022年9月16日（金）ちゃんと 10

担当/對馬受付/8～17時 090-3118-9070
まずはお電話ください！ 勇払郡安平町

追分弥生539ｰ2 ㈱鋼商

千歳・恵庭からも

通勤圏内!!

約80%の社員が 
安平町以外から通勤しています。
（千歳・恵庭・札幌・江別・苫小牧他）
おだやかな環境で、車通勤も快適です♪

仕　事▶ 自社製品、外注製品の収集や配達業務。近郊での収集・配達が主ですが、 
月に1回、地方（函館、釧路、北見)への配達があります。

資　格▶   要普通自動車免許（H29年以降取得の方は、要準中型免許）、AT限定不可
給　与▶ 月給200,000円～ ※残業代別途支給
時　間▶ 8:00～17:00
休　日▶ シフト制、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、無料駐車場有、有給休暇

3tトラック運転手募集!!

 0145-25-3111

安平 正 トラック運転手

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
千歳にて面接を実施します。 担当/熊谷

待　遇▶ ①②6h勤務のみ社保加入有、 
交通費規定支給、制服貸与、 
有給休暇（半年後から）

勤務先▶千歳市幸町5丁目6-1

共
通
項
目

未経験者・車通勤OK！

 011-707-5228

札幌市北区北7条西1丁目2-6■ビルメンテナンス業
協和総合管理㈱ 札幌支社

給　与▶ 時給1,000円 ※経験考慮 
※ 月収15万円以上可能 
（月21日勤務、残業・交通費含む）

時　間▶ 8:00～16:00（実働7.25h）
勤　務▶月平均21日

❶ 清掃管理者 ★社保完備

男性スタッフも
活躍できる!!

給　与▶ 時給940円 ※経験考慮
時　間▶ 8:30～15:15（実働4.5～6h）
勤　務▶月平均15～21日

❷ 客室清掃者 ★社保完備

給　与▶ 時給940円 ※経験考慮
時　間▶ 10:00～15:00（実働4.5h）
勤　務▶週3日～OK

❸ ベッドメイク ★土日祝のみの学生も大歓迎

千歳 パ 管理者、清掃、ベッドメイク

電話にて面接日を決めます。担当不在の時はフロントがお聞きします。

北都交通㈱千歳支店 千歳市北信濃783-1-4

仕　事▶ 乗務員さんの健康管理と運行業務の準備等。 
GPS対応の無線業務、パソコン操作出来る方

給　与▶ 完全固定給月給169,500円～ 
※各種手当有り2万円～、賞与年2回

資　格▶ 経験不問、2種免許、普通免許（3年以上） 
※2種免許取得は当社にて負担

給　与▶ 歩合制 
月給例/月20日勤務:売上平均40万円歩合
給50～60％＝総支給額20万円～24万円 
※社内教育3～10日有　日当支給

時　間▶ 当社規定による、基本週40時間勤務 
※詳細は面談にて

勤　務▶ 日勤・夜勤のシフト制、その他、 
日勤・夜勤の専門あり

待　遇▶ 保険完備、車通勤可(無料駐車完備)、 
有給休暇制度(入社6ヶ月より10日)

http://www.hokto.co.jp/hire_taxi/index.html

≪一般総合職≫

・ 新千歳空港 空港カウンター業務
勤務時間等は面談にてご説明します。

・ 運行管理者 
 （経験者優遇）

≪タクシー乗務員≫

≪共通項目≫

担当/岩下応募 0123-27-4181

30代から70代が幅広く乗務
しております。 
働き方は3つの中から選べます。
空港でフリーのお客様と何処
に行くのか、期待感と達成感の
喜びがあります。
① 昼勤務3日で1日公休 
夜勤務3日で2日公休(深夜は26時まで)

②早朝送迎・日勤・夜勤専門
③ 大型観光要員
当社は北都交通㈱グループ企業で、バス部門転勤も可能です。
空港を拠点に送迎を長年行った実績があり、 
　 バス・タクシーともに収入は安定しております。

追加
募集10名

同時
募集

・ 無線オペレーター（パート）

・運行管理補助者
・無線オペレーター

千歳 正 一般総合職嘱 タクシー乗務員
健康で運転が好きで、人と話す事が得意な方 
現在、車両が足りない時間帯があり、緊急補充員募集中！
全車『オートマ』・カーナビ付きで安心、無線配車時は目的地には目印付き
本人のやる気次第で、プライベートな時間が多くあり、充実した生活が待っています。

勤務先▶（株）三協輸送サービス　北広島営業所
仕　事▶ 入出庫作業、商品管理
給　与▶ 時給950円
時　間▶ ①7:00～16:00（実働8h）　 

②12:00～17:00（実働5h）　 
※①②シフト制

勤　務▶ 週3～4日
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、 

有給休暇制度、交通費規定支給、 
車通勤可

勤務先▶（有）サンキョウ　北広島営業所
仕　事▶ 店舗や企業様の元に積荷を配送する 

お仕事です。
給　与▶月給245,000円～
時　間▶7:00～16:00（実働8h）　※シフト制
待　遇▶ 各社保完備、昇給有、賞与有（年2回）、有給

休暇制度、交通費規定支給、車通勤可、制服
貸与、他
資　格▶未経験者歓迎、経験者優遇、要普免
休　日▶週1日～　※シフト制

札幌ゴルフ倶楽部輪厚コースより車で8分

ピッキングスタッフ配送ドライバー

北広島市島松248番地1

三協輸送サービス
株式会社 まずはお気軽にお電話ください。面接時、写真付履歴書を

お持ちください。面接は北広島営業所で行います。

080-6098-2169 担当/藤元
受付/9～18時

共通
項目

長
期
勤
務

で
き
る
方
歓
迎

北広島 正 配送ドライバーパ ピッキングスタッフ

仕　事▶ コープさっぽろの宅配システム「トドック」の 
商品仕分けと配送車への積込み作業

資　格▶ 主婦（夫）・シニア歓迎
時　間▶7:00～9:30　※出勤時間要相談
給　与▶ 時給910円　※祝日勤務は時給＋30円 

※試採用期間3ヶ月/時給889円 
※10月より時給改定（予定）

勤　務▶週5日
休　日▶土曜、日曜
待　遇▶ 各社保完備（試採用終了後）、車通勤可、 

制服貸与、慶弔見舞金等共済会

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

〈受付〉月～金/9～21時　 土/9～18時　※日曜休み
0120-502-112トドック

コールセンター
■生活協同組合　〒066-0077 千歳市上長都3-1

コープ宅配システム
トドック千歳センター

朝の時間を
有効活用
しませんか？

20～50代の 
方が活躍中!

主婦（夫）、シニア、
未経験者大歓迎！ ★共済推進スタッフ同時募集中！主婦（夫）歓迎！ 

ブランクOK!

千歳 ア パ 仕分け・積込みスタッフ

パーラー恵み野

まずはお気軽にお電話ください。 
面接には写真付履歴書をお持ちください。

 0123-36-4114
恵庭市恵み野西1丁目4番
受付/平日9～17時

◆ 駐車場スタッフ/恵庭市・北広島市
仕　事▶ 駐車場のゴミ拾い・分別等、店内床の

モップ拭き
給　与▶時給889円
時　間▶ 7:30～12:00（休憩15分）
勤　務▶週3日程度

《共通項目》
資　格▶ 未経験者歓迎
待　遇▶制服貸与、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ 恵庭市恵み野西1丁目4 

北広島市中央3丁目6-1

仕　事▶ アミューズメント施設内の厨房にて、
簡単な調理業務

給　与▶時給900円
時　間▶ 9:00～15:00の間で3～5h程度
勤　務▶週2～4日

◆ 厨房スタッフ/恵庭市

スタッフ募集!駐車場 厨房 時間
応相談

恵庭・北広島 パ 清掃、厨房

グループホーム安平の郷勇払郡安平町安平675-16

まずはお気軽にお電話ください。

◆調理員　☆未経験者歓迎
仕　事▶ 入居者様最大26名の食事の調理 

（昼食はスタッフ分としてプラス6食程度）
時　間▶ 8:30～17:30（実働8h） ※シフト制
◆介護スタッフ（夜勤専従）　☆経験者優遇
仕　事▶ 入居者様の夜間の安否確認、生活支援、朝

食の調理等。
資　格▶ 介護職員初任者研修修了（旧ヘルパー2級）

以上あれば尚可
時　間▶ 17:00～翌9:00（実働14h） ※シフト制 
《共通項目》 
給　与▶ 時給1,010円 ※深夜割増有
資　格▶土日勤務できる方歓迎、要普免
休　日▶4週8休 
待　遇▶ 各社保完備、昇給有、賞与有（年2回）、有給

休暇制度、交通費全額支給、車通勤可、燃料
手当有、産前産後・育児休暇有、試用期間有

グループホーム・有料老人ホーム

安平の郷 職員募集!!

担当/柳谷0145-26-3301応募

安平 パ 調理員、介護スタッフ（夜勤専従）

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

まずはお電話ください! 面接時履歴書不要。 
面接は勤務先で行います。

011-271-1749【札幌事業部】
担当/佐藤

千歳市柏台南1丁目3番1（千歳アルカディア・プラザ3F）

千歳営業所

清掃スタッフ募集！

◆公立千歳科学技術大学/千歳市美々758-65

資　格▶ 車通勤可能な方 ※無料駐車場有 
給　与▶時給920円～
時　間▶7:30～11:00

◆千歳アルカディア・プラザ/JR南千歳駅から徒歩3分

仕　事▶ ビル内の共用部・一部テナント内の清掃全般
資　格▶ 女子トイレの清掃があるため女性を希望 
給　与▶時給920円
時　間▶8:00～11:30

《共通項目》
勤　務▶ 月～金
休　日▶土日祝、その他季節休校に合わせてお休み有
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、試用

期間2ヶ月有

未経験者歓迎

土日祝は
お休みです

千歳 パ 清掃

〈勤務先〉

❷

仕　事▶食器洗浄
時　間▶ ①18:00～22:00 

② 7:00～11:00、11:00～15:00or16:00、 
17:00～21:00or22:00

給　与▶ ①時給1,100円 ②時給890円
勤　務▶週2日～OK
待　遇▶  社保完備（勤務による）、 

制服貸与、有給休暇

食器洗浄スタッフ
募集!!

札幌市中央区北2条西2丁目26番地　道特会館5F
0120-278-088S・TEC株式会社 札幌営業所

未経験者
も大歓迎!!

扶養内
勤務OK!!

❶
千歳市美々 新千歳空港ポルトムインター 

ナショナル北海道 国際線旅客ターミナルビル

千歳市北栄2丁目2-1ANAクラウン 
プラザホテル JR千歳駅から徒歩5分！

千歳 ア パ 食器洗浄

恵庭農畜産物直売所 かのな 恵庭市南島松817-18

0123-36-2700
電話連絡のうえ、面接いたします。担当/新保

資　格▶ 土日・祝日勤務できる方歓迎
仕　事▶ 販売レジ・接客、パッケージ詰め、PC入力業務等
給　与▶ 時給890円
時　間▶ 8:00～17:00（実働8h） ※残業有 ※時間応相談
勤　務▶ 週5日 ※応相談
待　遇▶社保完備
勤務先▶ 恵庭市南島松817-18 

（道と川の駅 花ロードえにわ敷地内）

女性が
元気に
活躍中!!

急募
です!!

恵庭 パ 店内業務

 電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。

ライオン歯科クリニック
■歯科・矯正歯科・小児歯科
〒061-1373 恵庭市恵み野西1丁目8-2 （JR恵み野駅徒歩1分）

採用係0123-39-7111

★JR恵み野駅前で通勤便利★

スタッフ清掃 募集
◆清掃スタッフ（パート）
給　与▶ 時給900円
時　間▶ 17:00～18:30 
休　日▶ 水曜・日曜・祝日 

（祝日がある週は水曜勤務）
待　遇▶ 車通勤OK
未経験者OK！スタッフが丁寧に指導します。

清掃及び器具の消毒
17:00～18:30

1～2名募集

恵庭 パ 清掃

株式会社 ニッコクトラスト担当/大瀬
受付/平日
8:30～17:30

期　間▶10月～ （短期）
時　間▶ 6:30～10:00 （実働3.5h）
勤　務▶週2～5日 ※日数応相談
給　与▶ 時給980円～

期　間▶即日～長期
時　間▶ 10:00～15:00 (実働5h)
勤　務▶週2～3日 ※日数応相談
給　与▶ 時給920円

共通項目

休　日▶ 土日祝　待　遇▶ 制服貸与、車通勤可、交通費全額支給

札幌市北区北7条西2丁目 37山京ビル205号
応
募 011-737-7510

070-1238-0420

 
 

恵庭 ア パ 調理補助


