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アルバイト体験記 千歳市/漫画大好き人間

　19歳の頃、社会勉強のために、清掃
員として働く母の紹介でスーパーの品出し
の仕事を始めました。品出しと言っても、
商品のダンボールを開けて商品棚に並べる
作業の他に、お客様に欲しい商品の場所を
聞かれることもあり、当初の私は人見知り
が激しく笑顔も苦手でしたので、いつも緊
張して仕事をしていました。そんな中、お
客様の要望に応えた後の、ありがとうと伝えてくれる嬉しそうな笑顔を
見る度に、暖かい気持ちになりやりがいを感じました。
それからは、ただ決められた仕事をこなすだけでなく、目の前に人が

いなくても ｢いらっしゃいませ｣ と店内に伝わるような声を出し、お客
様から正社員の方まで、積極的に関わることで自分を変えることを心掛
けました。そうすることで、働いている中で様々なトラブルもありまし
たが、上手く対応出来るようになり、次第に仕事に自信がついて、人見
知りもちょっぴり克服できました。
商品を売り場に出すのみの単純な作業の中でも、自身を成長させられ

た貴重な経験が出来たと思います。

期　間▶即日～2ヶ月毎の更新
時　間▶ ①10:30～19:30  

②9:30～19:30休憩1h、残業なし
給　与▶ ①時給1,150円～ ②時給1,050円～
休　日▶ シフト制（週3～5日の相談可能）
勤務先▶新千歳空港
待　遇▶受動喫煙対策有、各社保完備

24時間受付OK！ 
お気軽にお電話ください。 0120-172-642
㈱アスクゲートノース

期　間▶即日～10月末
時　間▶  8:30～17:30 （午前・午後・昼休憩有） 

休憩90分、残業なし
給　与▶ 時給1,011円～ 
勤　務▶ 週3～5日（出勤日数の相談可能）
勤務先▶千歳市
待　遇▶敷地内禁煙、各社保完備

どちらも4～8hの
相談可能

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

 

期　間▶ 長期
時　間▶ 9:00～15:00の間で4～6h勤務（相談可能） 

休憩なし、残業なし
給　与▶時給1,000円～
休　日▶シフト制（週3日～応相談）
勤　務▶週3日～相談可能
勤務先▶千歳市 
待　遇▶施設内禁煙、各社保完備

期　間▶長期
時　間▶  8:00～17:30  

休憩90分、1日1～2h程度の残業あり
給　与▶ 時給1,100円
休　日▶土日（大型連休有）
勤務先▶千歳市
待　遇▶施設内禁煙、各社保完備

期　間▶長期
時　間▶  8:00～17:00 休憩1h、残業なし
給　与▶ 時給1,100円～ 
勤　務▶シフト制（週3日～勤務OK）
勤務先▶千歳市 
待　遇▶敷地内禁煙、各社保完備

期　間▶即日～長期
時　間▶  ①9:00～18:00、 

②9:00～15:00、 
③12:00～18:00 
※繁忙期は時間変動の可能性有 
※①～③から選べます 休憩1h、残業なし

給　与▶時給1,100円～ 
休　日▶シフト制（週4～5日勤務相談可）
勤務先▶千歳市、夕張市
待　遇▶施設内禁煙、各社保完備

千歳市文化ホール場所

10/4　9:00～12:00開催日時お仕事登録会
相談＆ 開催 火

事前見学可能

事前見学可能

期　間▶ 即日～12月末 （延長の可能性有）
時　間▶8:30～17:30 休憩90分、残業なし
給　与▶時給1,000円～
休　日▶土日（週3日勤務～相談可能）
勤務先▶恵庭市
待　遇▶屋外に喫煙所有、各社保完備

出勤日数の 
相談可能

千歳・恵庭・他 派 製造、包装、ピッキング、選別、接客・販売、清掃

期　間▶長期　※3ヶ月毎更新
仕　事▶①ベッドメイク　②ナイトフロント
給　与▶ ①時給980円　 

※22時以降/時給1,225円　 
②日給13,950円

時　間▶ ①9:00～15:00、19:00～翌1:00 
②19:00～翌9:00　 
　※8h以上勤務で休憩1h、残業なし

勤　務▶①週2日程度　②週1日程度
待　遇▶ 労災保険、受動喫煙対策有（喫煙スペース有）

スタッフ募集!!

千歳市青葉5丁目6-10　http://www.hotal-web.com

電話の上､写真付履歴書をお持ちください｡ 担当/國田

ホ テ ル 　 　 　 　 　 ホ タ ル 全室Wi-Fi
完備

0123-40-2077 090-2511-4127

千歳 パ ベッドメイク

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許、 
二種免許取得養成制度有

給　与▶ 固定給+歩合給 
例/ 【日勤】246,000円以上可能 
【夜勤】273,000円以上可能

勤　務▶ 4勤1休（応相談）
時　間▶ 例/ 【日勤】8:00～16:30 

【夜勤】17:00～翌1:30 
※休憩1h ※勤務時間応相談

待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、車通勤可（駐車場完備）

（担当/関本・佐々木）23-3121
 まずはお気軽にお電話ください。

〒066-0027
千歳市末広1丁目4-8千歳交通㈱

と で
タクシードライバー募集!
千歳 恵庭

勤務時間
応相談

福利厚生充実
千歳乃湯えん

ちとせインターゴルフクラブ

支度金10万～30万円 ※当社規定による。

費用当社負担
養成期間中日当有

千歳・恵庭 契 タクシードライバー

0123-34-0740応 募

給　与▶ 時給960円
時　間▶ 5:00～19:00の間で 

実働4～8h 
※時間により休憩あり

勤　務▶シフト制　※応相談

◆厨房（調理補助） 《フルタイム/パート》
給　与▶ ①時給930円　②時給960円
時　間▶ ①8:00～12:00 

　（8:00～18:00のフルタイムも可） 
②18:00～22:00

勤　務▶ 週3日～OK（シフト制）
休　日▶日曜、祝日

◆①昼清掃　②夜清掃《パート》

共通項目

勤務先▶我汝会えにわ病院
期　間▶雇用期間の定めあり（1年毎の更新）
待　遇▶ 社保完備（勤務時間による）、賞与年2回、

制服貸与、交通費規定支給、車通勤可、有
給休暇有、職場内禁煙

株式会社道央環境センター 恵庭市本町27番地

給　与▶ 時給930円
時　間▶ 7:00～9:00、 

16:30（17:30）～20:00 
※朝のみ夕のみ可、応相談

勤　務▶シフト制 

◆入院患者様の食事配膳 《アルバイト》

恵庭 パ 清掃、調理補助ア 配膳

扶養範囲内
勤務も可

学生アルバイトも
歓迎!!

1日4～5h程度 土日祝休み!!
期　間▶即日～　雇用期間の定め無し
仕　事▶ 経理、一般事務、給与計算、社会保険の

事務手続き、清掃など。
給　与▶時給1,100円～
資　格▶経理経験者
時　間▶ 8:00～17:00の間で1日4～5h 

※昼休み有、残業なし
休　日▶ 土、日、祝、GW、お盆、年末年始
待　遇▶ 交通費1日200円、車通勤可、 

ビル1F喫煙ブース有

仕事の種類は多いですが一つ一つの業務は少な
いので、経験者であれば1日4～5時間で済
みます。丸1日働けない方、平日に休みを取り
たい方、朝から勤務出来ない方など、業務に支
障が無ければある程度自由に仕事が出来ます。

 011-377-4931
まずはお気軽にお電話ください！北一運輸株式会社

北広島市輪厚431-1Kitaichi Transportation Co., Ltd.

受付/9～16時
担当/池田

経理・財務
スタッフ募集！

北広島 ア パ 事務

資　格▶ 高校生以上、未経験者歓迎、掛け持ち勤務OK
給　与▶ 時給950円 (10月2日から時給980円)

〈共通項目〉
期　間▶即日～長期
仕　事▶ シーツ、タオル等の分類や仕上げ、たたみ作業等
時　間▶ ①9:00～16:00、②9:00～17:00、 

③9:00～19:00の間で3h程度から要相談 
※①②は70分休憩有 
※扶養範囲内で調整、午前中・午後のみOK、 
　掛持ちの方、時間応相談

待　遇▶ 社会保険完備（勤務時間による、学生は不可）、交
通費規定内支給（パートのみ）、車通勤可、バス
ルート内での送迎、喫煙室有

資　格▶ 16歳以上、未経験者歓迎、掛け持ち勤務OK
給　与▶ 時給889円 (10月2日から時給920円) 

※日・祝は1,000円の手当支給

Wワーク！学生！週2日～！午前中・午後だけOK！
あなたに合わせた働き方が出来ます！未経験歓迎！無料送迎バス有

業務好調♪スタッフ募集♪

千歳支店 〒066-0077 千歳市上長都1050番地1

履歴書（写真付）に、送迎バス・車利用の有無を記入の上、
電話にて面接日を調整します。採否は電話にてお知らせします。

0123-24-2126
【受付/9～17時 担当/佐藤】

★以前当社で働いた方は電話してください!!

◆土日祝アルバイト ◆長期パート（週4日以上～シフト制）
きらりん ふわりん

扶養範囲内可能！ 
勤務時間・日数相談可能！

1 松屋不動産前
2 香華殿
3 恵庭駅 西口
4 森永乳業前停
5 エンパイアー着

1 中島町セイコー
マート前

2 恵央団地
3 恵庭しまむら店
4 エンパイアー着

1 日産プリンス
2 千歳駅 東口
3 青葉公園歯科前
4 自由ヶ丘団地
5 エンパイアー着

上記以外のバス停にも停車いたします。ご相談ください。

バースデーケーキプレゼント
恵庭 Aコース 千歳 Cコース恵庭 Bコース

千歳 ア パ 工場軽作業

期　間▶長期
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960円～　※試用期間3ヶ月/時給920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 
※残業通常は無し、繁忙期は月/10時間以内

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、喫煙所有

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

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶ 認知症高齢者の介護全般
資　格▶ 学歴・経験不問、18歳以上（省令2)
給　与▶ 月182,000円～　※有資格者優遇 

※処遇改善・夜勤手当4回分含む（5,000円/回）
時　間▶ ①6:30～15:00 ②8:45～17:15 

③11:00～19:30 ④17:30～翌9:00 
※残業月平均0～8h

休　日▶ シフト制（4週8休）
待　遇▶ 車通勤可、有給休暇、正社登用有、交通費規定支給、 

福利厚生リロクラブ加入、敷地内禁煙、 
1年後5,000円昇給し退職金積立開始

お問い合わせのみも可!! 【担当/山崎】 22-5511
千歳市日の出
1丁目1-31-6グループホーム

★★未経験者歓迎!!★★
職場見学可能です!! 働きながらの資格

取得も可能です!!

千歳 契 介護員

お問い合わせはこちらまで▼
厚生労働省 北海道労働局 労働基準部　賃金室

最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に
支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。

時給 円920
効力発生年月日令和 年 月 日4 10 2

最低賃金が
変わります

最低賃金額

　北海道内で事業を営む使用者及びその事業
場で働くすべての労働者（会社員、パート、ア
ルバイト等を含む）に適用される北海道最低
賃金（地域別）が次のとおり改正されます。

恵庭市戸磯
397-2えにわ温泉 ほのか

担当/なんば・かまだ 32-2615応募

◆営業中清掃
時　間▶ ①16：00～21：00 ②19:00～23:30 

※ ②は女性更衣室の業務もあるため 
女性に限る

◆レストランホール
時　間▶18:00～22:30

《共通項目》
給　与▶ 時給930円～ ※22時以降深夜割増有
勤　務▶週3～4日
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、制服貸与、

車通勤可（無料駐車場有）、従業員割引
有（一緒に来店した家族も対象）、仕事
終わりの温泉入浴無料

恵庭 パ ホール、清掃

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20 第12ふじやビル4F

22-5280 採用係応募

期　間▶長期（1年毎の更新制）
仕　事▶ 夏は草刈、冬は除雪、ボイラー運転管理、 

小修繕、日常清掃、ワックスがけ等
資　格▶危険物乙種4類以上
時　間▶7:30～16:00 休憩1h、残業なし
給　与▶ 時給940円 

※試用期間3ヶ月/時給920円
休　日▶ 土日祝、年末年始　※学校行事で出勤した場合は

振替休日有
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、 

交通費規定支給、施設内禁煙
勤務先▶千歳市立桜木小学校

お近くの方
大歓迎

学校用務業務急募！
千歳 パ 施設管理


