
2022年10月7日（金） ちゃんと11

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

期　間▶長期
給　与▶時給920円
時　間▶6:00～13:00 ※実働6h、休憩1h
休　日▶土・日曜、祝日
待　遇▶各社保険完備、交通費規定支給

期　間▶長期
給　与▶時給920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

③ 恵望園/恵庭市柏木町 （パート）

期　間▶長期
給　与▶時給920円
時　間▶6:00～9:00 ※実働3h
休　日▶土・日曜、祝日
待　遇▶制服貸与、交通費規定支給

④ エニケンビル/恵庭市泉町 （パート）

⑤ 千歳市役所/千歳市東雲町 （パート）洗車

未経験者大歓迎!!

期　間▶長期
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、休憩1h 
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 千歳科学技術大学/千歳市美々 （パート）

期　間▶長期
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 パ 清掃パ 洗車

アルバイト体験記 恵庭市/梅酒大好き

　当時、子供が2歳と4歳の頃、某ファストフードで働いていまし
た。24時間営業のお店がオープンするとのことで、幼稚園前の下の子
を寝かせてから、夜間22時～翌3時の間で勤務する事にしました。
オープニングスタッフだったので、すべてが新しく気持ち良く、働
きやすかったです。夜の時間帯は昼間に比べてお客さんが少ないの
で、空き時間を利用してクローズの作業もしました。当時は深夜0時
まではカウンターとドライブスルーのお仕事。深夜0時以降はドライ
ブスルーのみになるので、インカムでドライ
ブスルーの対応をしながらフロアーの清掃
（ドリンク周りの容器の洗浄や床のデッキ掛
け、クルールームの掃除など…）をします。帰
るころにはお腹も空いていて、ついつい夜食
を買って食べることも…ありました。久々の
アルバイトでしたが、色んな出会いがあり、 
楽しくお仕事をさせていただきました。

期　間▶6ヶ月毎の更新有
仕　事▶ 駐車場管理業務、駐車場⇔空港間の送迎業務
資　格▶ 要普通免許、自力通勤可能な方
給　与▶時給950円 
時　間▶  6:00～22:00の間で実働5～6h 

※休憩有、繁忙期のみ10h程度の残業有
勤　務▶ 週3～4日
待　遇▶ 社保完備（勤務成績等により考慮）、雇用・労災保

険、交通費規定支給、車通勤可、敷地内喫煙所有

千歳市美々1292-206

0123-23-1111
サンパーキング(株)さいたさいた

駐車場管理・ドライバー
募
集

\ 女性ドライバーも歓迎 /

「協調性」や「やりがい」を大切にしている職場です

千歳 ア パ 駐車場管理、ドライバー

千歳市柏台南1丁目1-9
（株）

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。 

期　間▶ 即日～翌3/31 
※雇用期間終了後原則更新(1年毎)

仕　事▶ 主にギフト用水産物の加工作業（蟹
の殻剥きや真空パック作業、お弁当
用具材の盛り付け等）

給　与▶ 時給940円～
時　間▶ 8:30～17:30 

※休憩1h　※残業月平均10h
休　日▶ 土日、他、会社カレンダーによる 

※ 繁忙期等、状況により土曜日勤務有
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通

勤可、社員登用有、屋内喫煙室有

誰にでもできる
簡単なお仕事です

千歳 パ 水産ギフト品加工

期　間▶ 2023年3月31日まで
仕　事▶ 玉葱・馬鈴薯等、 

野菜の選別・カット等の加工業務
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給930円
時　間▶ 8:45～17:00の間で応相談 

※フルタイム/休憩1.5h 
※残業月0～10h

勤　務▶ 週3～6日で日数応相談  
※日曜日はお休みです。

待　遇▶ 車通勤の方は交通費規定支給、喫煙室有 
※ 8:45～17:00まで勤務の方に限り、 
JR千歳駅からの送迎有

〒066-0051
千歳市泉沢1007-134

青果物卸売り
株式会社北泉

担当/七島
受付/平日9～18時28-2695応

募

★ 開始・終了時間 
も応相談！

★ 急なお休み 
にも対応可

千歳 パ 野菜の選別・加工

時 給

一般労働者派遣事業（派01-300285）
千歳市東雲町
1丁目9-6㈱マグナクルー

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

★随時面接致します。
【月～金曜】9～18時0120-357-337

080-5729-7602 （土・日曜、祝日）

［恵庭市戸磯］電子機器の部品製造 ★増員募集
仕　事▶ プリント配線基板検査・製造業務。素材の穴あ

けや、切断等、機械を使用した作業が中心です。
重労働はありません。

期　間▶ 即日～3ヶ月
資　格▶ 未経験者歓迎、資格不問
給　与▶ 時給1,300円 

※22時以降深夜割増（時給1,625円）
時　間▶ 8:30～17:00 ※休憩1時間15分 

20:30～翌5:00 ※休憩1時間40分 
※シフト制　※月45h程度の残業有

勤　務▶ 4勤2休または5勤2休（会社カレンダーによる）
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

無料P有、各社保完備、喫煙所有

製造スタッフ
★未経験者歓迎！
★しっかり稼ぎたい
　方にオススメ!

期間満了後5万円の報奨金支給! 急募

1,3001,3001,300

恵庭 派 部品製造

親切･丁寧に指導いたしますので未経験者でも安心！

期　間▶長期
仕　事▶ 浴場、脱衣室等の清掃
資　格▶未経験歓迎、シニアの方も歓迎
時　間▶ ①5:30～9:00（実働3.5h、時々0.5h延長あり） 

②13:30～17:30(巡回清掃、実働3～4.5ｈ)
給　与▶時給920円
勤　務▶年中無休/シフト制（土日のみ出勤も可能）
待　遇▶労災保険、交通費規定支給、車通勤可

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
24-0800電話連絡の上､写真付履歴書を 

お持ちください。

◆ 千歳乃湯えんの清掃

時 
給 920円

千歳 パ 清掃

◆ バス乗車口までの誘導（シニア歓迎） アルバイト◆ ラウンジでの接客

秋から始める 
空港お仕事特集

◆ チョコレート菓子の販売

http://www.imp-link.co.jp/chitose/
㈱ヒューマンインプリンク 千歳支社

千歳市柏台南1丁目3-1
一般労働者派遣事業/派01-300271有料職業紹介事業/01-ユ-300107

0123-25-3221
土日も対応致します！ 

まずは電話、 
HP、二次元コードから 
お問合せください★彡

仕　事▶レンタカーカウンターからバス乗車口までの誘導
期　間▶即日（応相談）～3月末日、以降1年毎の更新予定
時　間▶ 8:00～17:00 

※実働8h、休憩1h ※残業無 
※短時間勤務の相談可能

給　与▶ 時給920円+シフト手当規定支給 
（フルタイム、週4日以上勤務の場合5,000円支給）

休　日▶ 週休2～3日、シフト制

仕　事▶ 席案内、注文受付、配膳、下膳、会計
期　間▶即日（応相談）～2ヶ月毎の更新予定
時　間▶ 11:00～21:00の間でのシフト制 

※実働5～8hで相談可能、休憩1h ※残業無
※週4日から、固定曜日での勤務も可能

給　与▶時給1,150円
休　日▶週休2～4日

仕　事▶ 受付、飲料や軽食の提供、 
片付けや補充、在庫管理

期　間▶即日（応相談）～3ヶ月毎の更新予定
時　間▶ 7:00～21:00の間でのシフト制 

※実働7.5h、休憩1h ※残業無
給　与▶時給1,100円
休　日▶週休2日シフト制

仕　事▶ 販売、レジ対応、品出し業務
期　間▶11月～3ヶ月（2月中旬まで）
時　間▶ 8:00～20:00の間でのシフト制 

※実働8h、休憩1h ※残業無
給　与▶時給1,250円
休　日▶週休2日シフト制

《共通項目》 
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

受動喫煙対策有、制服貸与
勤務先▶新千歳空港

仕　事▶ 調理済み商品のピッキング、袋詰め、レジ業務
期　間▶即日（応相談）～3月迄（更新の可能性有）
時　間▶ 8:00～19:00の間でのシフト制 

※実働8h、休憩1h ※残業無 
※時間固定勤務、短時間勤務も相談可能

給　与▶時給1,250円
休　日▶週休2日シフト制

千歳 派 接客、販売ア 誘導

◆ 飲食店でのホール業務（扶養内勤務相談可） 派遣

派遣

◆ テイクアウト専門店での販売 派遣

派遣

収集スタッフ /本社（千歳市流通）

0123-24-7787 担当/
金子

電話連絡の上、 
写真付き履歴書をお持ちください。

■ビルメンテナンス 廃棄物収集運搬処理 ハウスクリーニング
千歳市流通
1丁目4番7号

〒066-0019
Web応募も出来ます!

時　間▶ ①8:30～12:00（実働3.5h） 
②8:30～15:30（実働6h） 
※シフト制

給　与▶時給1,200円～
休　日▶ 土・日、週4日程度の勤務
待　遇▶交通費規定支給

時間・日数 
応相談

女性活躍中!!
急なお休みにも対応可

千歳 パ 収集スタッフ

ウェブサイトで手軽におシゴト探せます

毎週木曜日更新！

もちろん、
お家でゆった

り
しながらでも

外出先でも

まずはアクセス！
検索ちゃんと 求人ナビ

看護看護
販売販売軽作業軽作業

事務事務
製造製造

清掃清掃 運転手運転手

飲食飲食
介護介護

いつもの
移動時間

でも

◆札幌工場（恵庭市戸磯47-7）
期　間▶即日～長期
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶ 9:00～18:00、10:00～19:00、22:00～翌7:00 

※休憩1h、残業月20h程度、時間前後要相談
給　与▶ 時給920円～ 

※22:00～翌5:00/深夜手当有
休　日▶週2日　※シフト制
待　遇▶ 各種社会保険完備、 

有給休暇有、制服貸与、 
昇給有（人事考課による）、 
車通勤可、交通費規定支給、喫煙室有

製造

株式会社エフビーエス
〒061-1405　恵庭市戸磯47-7札幌工場

 31-0900
まずはお気軽にお電話ください。

受付/9～17時 
担当/原田・本間

パン

セブン-イレブン・ジャパン向けパンの 
製造をしている会社です。

スタッフ募集

パンが
 良い匂い♪

恵庭 パ 製造

期　間▶1年毎の更新制（自動継続）
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▶ 基本給159,900円 

※月収例218,302～358,302円（残業代
8.7h/10,006円+深夜手当36.5h/8,396
円+歩合給/40,000～180,000円）

勤　務▶ 4勤1休
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
休　日▶月6日
待　遇▶ 社会保険完備、制服貸与、車通勤可、無料P有、 

タクシー内禁煙、社内喫煙スペース有

（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


