
2022年9月16日（金） ちゃんと9

24-0800

親切･丁寧に指導いたしますので未経験者でも安心！

未経験者
歓迎!清掃員募集

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

電話連絡の上､写真付履歴書を 
お持ちください。

◆ 航空自衛隊千歳基地内 （男・女パート）
仕　事▶ 隊舎の清掃（共用部分、廊下、トイレ、風呂場）
資　格▶未経験者歓迎
時　間▶ 8:00～17:00の間で5h
給　与▶時給920円
勤　務▶ 月・金 ※お盆、年末年始の休み有り
待　遇▶ 労災保険、制服貸与、 

交通費規定支給、車通勤可能な方待遇

千歳 パ 清掃

作業スタッフの登録を
実施致します

繁忙期
を迎え

株式会社 北海道支店
■一般労働者派遣(派13-01-1084)

〒060-0013 札幌市中央区北13条西18丁目1-8

◆野菜の選別・出荷作業    （案件No.G-002511)
期　間▶9月～12月
時　間▶ 8:30～17:30
給　与▶ 時給950円～
勤　務▶週2～4日（シフト制） ※応相談
勤務先▶ 千歳市内
待　遇▶ 車通勤可

男性中心に
活躍中 !

経験不問
写真付履歴書を送付してください。面接は希望地で行います。

受付時間 平日9:00～18:00 土日定休
011-640-7003（代表）

千歳 派 野菜の選別・出荷作業 恵庭 パ 調理補助

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。

仕　事▶ 清掃員
給　与▶ 時給900円 （10月以降改定あり）
時　間▶  7:30～16:00(実働7.5h) 

※ または7:30～12:00(実働4.5h)、 
13:00～16:00（実働3h)

休　日▶ 土日祝・年末年始、他学校閉庁日 
※一部土・日・祝日に学校行事があ
る際は、出勤の場合があります。

待　遇▶ 社会保険対応、交通費規定支給
勤務先▶ 北陽小学校

清掃員さん募集!
千歳 契 小学校清掃員

勤務先  陸上自衛隊南恵庭駐屯地 
（恵庭市恵南63番地）

 0155-29-2151　080-6416-0926担当/高橋

時
給1,050～

円

履歴書を右記に 
ご郵送ください。

〒080-0802 帯広市東2条南20丁目4-2
合同会社 インシュピルサン

調理補助

スタッフ増員募集!!

食器洗浄業務です！

恵庭 ア パ 調理補助、食器洗浄

仕　事▶ 駐屯地内の食堂での調理補助、 
食器洗浄等

給　与▶時給1,050円～ 
時　間▶ 9:00～18:30の間で、実働6～7h
勤　務▶ 週2～5日　※シフト制
待　遇▶ 交通費規定支給、その他、委細面談

駐屯地で
の

〒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!
★異業種からの転職者も歓迎します!

募集

夜
勤
乗
務
員 

選べる
働き方

週
休
2
日

4
勤
1
休

千歳 正 嘱 タクシー乗務員

担当/中野0123-39-2133
〒061-1433 恵庭市北柏木町5丁目3-1

履歴書（写真貼付）を下記担当者宛に
郵送いただくか、直接お電話ください。応募

女性が活躍している職場です!!

株式会社 恵庭商品物流センター

給　与▶ 一般商品仕分け担当/時給914円 
重量物含む商品仕分け担当/時給1,054円

時　間▶ ①9:00～15:30 ②③④9:00～17:00
勤　務▶ ①週4日以上 ②週3日以上 

③月、木 ④月、火、木 
※①と②は曜日応相談

休　日▶土・日
資　格▶ 祝日勤務可能な方、 

60歳未満の方（定年60歳の為）、学生不可
待　遇▶ 勤務時間により社会保険適用、有給休暇有

（6ヶ月勤務後付与)、交通費規定支給（月額 
上限15,000円）、制服貸与、車通勤可

長期可能な方歓迎!

社会保険
適用可

扶養内
OK!!70歳まで

の再雇用
制度有

商品の仕分けや各店舗への発送準備作業

恵庭 ア パ 商品仕分け担当恵庭 ア パ 交通誘導警備

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

090-9753-1547土日

給　与▶月給160,000円～ （深夜手当等別途支給）
時　間▶16:30～翌8:30 ※実働8h
休　日▶週休2日
待　遇▶ 社会保健完備、制服貸与、 

交通費規定支給、賞与制度有

資　格▶公共交通機関による通勤ができる方
給　与▶月給160,000円～
時　間▶7:00～16:00 ※実働8h 
休　日▶ 週休2日
待　遇▶ 社会保険完備、制服貸与、交通費規定支給、賞与制度有

① 新千歳空港/千歳市美々 （正社員）

② 北海道文教大学/恵庭市黄金中央 （正社員） 警備
給　与▶時給898円
時　間▶8:00～12:00 ※実働4ｈ
休　日▶土・日曜、祝日
待　遇▶ 雇用保険加入、制服貸与、 

交通費規定支給

④ 恵望園/恵庭市柏木町 （パート）

③ 千歳科学技術大学/千歳市美々 （パート）
給　与▶時給950円
時　間▶7:00～10:30 ※実働3.5h 
休　日▶ 土・日曜、祝日他 

※学校スケジュールによる
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、車通勤可能な方

千歳・恵庭 正 清掃、警備パ 清掃

未経験者大歓迎!!

★千歳営業所で随時登録会開催‼

応
募

0120-35-0909
（通話無料/平日9～20時、土日9～18時）

0909work
他にもお仕事イロイロあります！

北日本事業統括部 千歳営業所
㈱ジャパンクリエイト
千歳市千代田町5-5-1 戸田ビル2F

労働者派遣許可番号 
（派）27-300717 
有料職業紹介事業許可番号 
27-ユ-300414

給　与▶ 時給1,000円～ 
※22～翌5時/時給1,250円～

時　間▶ 24時間の間で実働8h　※応相談
勤　務▶ 週4日～　※休日応相談

給　与▶ 時給1,400円 
※22～翌5時/時給1,750円

時　間▶ 8:00～17:00　※実働8h　 
※1日2h程度残業有

休　日▶土日、年末年始、お盆、GW　

パンの製造及び仕分け恵庭市
恵南

農業用機器の組立・機械加工・プレス・溶接
NO.2096-A-01

千歳市
上長都

千歳・恵庭 派 工場内作業

NO.1957-A-01

★ 24時間の間で4～5hの短時間パートも同時募集！時給990円～

高時給案件オススメ！

◀こちらからチェック!!▶

《共通項目》
期　間▶長期
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、退職金制度有（規定による)

未経験者歓迎☆ 学歴・経験不問☆
期　間▶長期（3ヶ月毎の更新）
仕　事▶ 部材運搬、機械への部材セット、片付け等
資　格▶ 未経験者歓迎、学歴・経験不問、要普免（通勤用）
給　与▶時給1,095円
時　間▶ ①16:30～翌1:00（実働7.5h） 

②0:00～8:30(実働7.5h） 
※①②のいずれかを選択してください

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、制服・保護具貸与、

有給休暇（6ヶ月後付与）
勤務先▶恵庭市戸磯

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

苫小牧市晴海町43-3
派01-300948

恵庭 派 金属部品の製造補助スタッフ

あ
な
た
の「
好
き
」を 

　
　活
か
し
ま
せ
ん
か
？

千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

まずはお気軽にお電話ください。

営業募集

0123-27-0911
〒066-0073 千歳市北斗4丁目13-20 ■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

正
社
員

千歳・恵庭 正 営業

仕　事▶ 生活情報紙｢ちゃんと｣の 
広告・企画営業

資　格▶ 要普免、千歳・恵庭市内在住の方、 
エクセル操作できる方

給　与▶ 月220,000～420,000円
時　間▶ 9:00～18:00（休憩95分） 

※ 月曜日は、若干の残業があります。
休　日▶ 日曜日、隔週土曜日 ※月6～8日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、昇給・

賞与有（業績による）、諸手当有、車
通勤可、試用期間1～3ヶ月位有

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）

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！
■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

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。相談OK!

日数 曜日時間希
望
の

ブランクOK

土日祝休

急なお休みOK

夜勤・残業なし

扶養内勤務OK

［紹介予定派遣］介護補助スタッフ 身体介助なしのお仕事もあり！

ー 北海道が介護のお仕事探しを応援！ ー
未経験・無資格OK!! 資格取得支援もあり!!

北海道委託　令和4年度
潜在的介護職員等活用推進事業

1日4時間＆週3日から

千歳・恵庭・他 派 介護補助スタッフ（紹介予定派遣）

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

学生・留学生・パートも
大歓迎！

★お休み希望伺います。
★勤務時間ご相談ください。

スズキレンタカー北海道
OTSレンタカー 千歳空港営業所

千歳市流通2丁目
3-14

担当/南野･福山27-7000

◆レンタカースタッフ
仕　事▶ 営業所カウンター/貸渡案内業務 

全般、空港カウンターでの受付・案内 
洗車/掃除機・車内拭き・外装ブラシ・ 
水拭き上げ

資　格▶未経験者歓迎、要普通免許
給　与▶時給1,000円
時　間▶8:00～19:00（実働8h）
休　日▶シフト制（希望休・時間応相談）
待　遇▶ 各社保完備、車通勤可、制服貸与、 

交通費規定支給
期　間▶即日～
勤務先▶千歳市内 

未経験者
歓迎

千歳 ア レンタカースタッフ


