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お仕事
ファイル

体力

気遣い度

コミュニケーション能力

老人ホームなどの施設や個人宅にて介護業務を行う職業。主に食事や排泄
などの手助けする身体介護と、家事全般のお手伝いをする生活援助を行う。

あったら
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●初任者研修修了以上

介護士・ヘルパー

＼仕事探すなら／

千歳市新富1丁目7-5 
平和ビル1F

22-7400【受付時間/9～16時】応 募

期　間▶雇用期間の定めなし
勤務先▶ 千歳市内及び近郊
仕　事▶ ハウスクリーニングや共用部分の清掃等
資　格▶ 要普通免許 

※ ご自身で運転して現場へ移動できる方 
軽自動車(AT)の社用車使用

時　間▶9:00～16:00の間で応相談　※残業なし
勤　務▶ 月～金の間で応相談
給　与▶ 時給920円
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、敷地内禁煙
希望の勤務時間や勤務日をお知らせください

希望に合わせて働けます!!
千歳 ア パ ハウスクリーニング、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）
時　間▶ ①【商業施設エリア内ごみ回収等】 

　7:30～16:30、12:00～21:00 ※実働7.5h 
②【商業施設エリア内トイレ清掃】 
　8:30～17:30、11:00～20:00、 
　11:30～20:30 ※実働7.5h 
③【スーパーラウンジの清掃】 
　14:00～19:00 ※実働4h 
④【フードコート内の清掃】 
　14:00～20:30 ※実働5.5h 
⑤【商業施設エリア内のトイレ清掃】 
　19:00～22:00 ※実働3h 
⑥【商業施設エリア共用部清掃】 
　21:00～翌1:00 ※実働4h 
※いずれも休憩1h、残業なし

給　与▶ ①②③④⑥/時給920円 ⑤/時給1,000円 
※22時以降深夜割増有 ※試用期間/時給920円

休　日▶シフト制 ※応相談
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、交通費規定支給、喫煙スペース有

新千歳空港 日常清掃スタッフ募集

③④⑤  
急募

1,000時給
920～ 円

千歳 パ 清掃

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
変わりました

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した。

短期アルバイト募集！！
期
間

《共通項目》
仕　事▶ パンと具を組み合わせる盛り付け作業、サンド

ウィッチを丁寧にパックに詰める作業、重なり
や配置に注意しながらの箱詰め等

勤　務▶ フリーシフト! 1日だけでも、レギュラーで週3
日等もOK!

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

待　遇▶ 交通費実費支給（上限2,000円/日）、車通勤可
（無料駐車場完備）、勤務日にパンのお土産有、当
社製品社内販売有、格安食堂完備（パン食は無
料）、制服貸与、近郊エリア無料送迎バス有、屋内
喫煙スペース有、月末月初手当有（合計6日間、
最大6,000円）毎月末3日間、毎月初めの3日間
1出勤ごとに1,000円支給

期　間▶即日～翌1月3日
時　間▶  ① 昼勤/ ⓐ9:00～18:00（休憩1h）  

※1h程度残業の可能性有  
ⓑ14:00～18:00  
※1h程度残業の可能性有 
［12/1～12/31のみ］ 
 ⓒ8:00～17:00  
※1h程度残業の可能性有

　　　　② 夜勤/ 19:00～翌4:00（休憩1h）  
※2h程度残業の可能性有

給　与▶ ①時給940円 ★12月は時給980円  
②時給1,010円  
　※22～翌5時は深夜時給1,262円 

山崎製パン㈱札幌工場 恵庭市恵南10-1
★サッポロビール庭園駅から徒歩15分

一緒にクリスマスイベントを盛り上げませんか？

即日▶翌1月3日
◎上記期間以外の勤務も可能です！

まずはお気軽にお電話！ 受付/9～18時 人事採用担当まで 0123-34-1128

クリスマス
&年末年始 特別キャンペーン！友達同士も歓迎！

昨年来てくださった方も歓迎！
今年もお待ちしております！

フリーシフトだから 
期間中、数日だけでもOKです♪

40,000円
今年もあります!! 皆勤手当支給!!

最大
②12/1～25の間、14日以上出勤でさらに+5,000円
①12/1～25の間、10日以上出勤で+5,000円 ④ 12/29～翌年1/3の間、1日出勤ごとに+2,000円

　※③④は1日実働6h以上で1日出勤扱いとなります。
⑤12/1～31の間、団体手当5人1組で最大8,000円③12/19～25の間、5日以上出勤で+10,000円

交通費全額支給！
※他期間は当社規定による

980円時
給940円 ▼時

給12月
限定！ ②交通費優遇

①［昼勤］時給UP!!

恵庭 ア クリスマスケーキ・パン・和菓子・オードブル等の製造補助

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
給　与▶ 時給1,105円 ※22:00～翌5:00/深夜割増有
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、 

喫煙所有（2ヶ所）、有給休暇（6ヶ月後付与）
勤務先▶恵庭市戸磯

株式会社 トラスト 苫小牧市晴海町43-3
派01-300948

080-1886-5576
0144-55-4466 担当

/川岸

1,1051,105
恵庭 派 金属部品の製造補助スタッフ

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）
期　間▶長期
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

③事務員
期　間▶長期
仕　事▶ 手書き納品書の作成、ソフトを 

使った会計業務、電話・来客対応等
資　格▶ パソコンの基本操作ができる方、実務経験又は 

基本知識がある方
給　与▶時給950円
時　間▶ 8:00～17:00 ※休憩1h、土曜/8:00～12:00 

※残業なし
休　日▶ 週休二日（水曜、日曜、祝日）、GW、お盆、年末年始
待　遇▶ 各社保完備（勤務による）、交通費規定支給、車通勤

可、無料駐車場有、正社員登用制度有、喫煙所有

千歳市上長都1160-21トライフード（株）

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
期　間▶長期
時　間▶ 8:00～17:30 ※休憩1.5h ※残業なし
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、喫煙所有

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～

②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920円

①野菜カット・箱詰め作業
★送迎します!! ★日数応相談! ★時間・日数応相談!

①
②
共
通
項
目

千歳 ア パ 工場内作業パ 事務

期　間▶即日～長期
資　格▶ フォークリフト免許、 

要普通免許、経験者優遇
給　与▶月給220,000円
時　間▶8:30～17:00 ※繫忙期、残業有
休　日▶日曜日・他 （月/4～8日）
待　遇▶ 社保険完備、交通費規定支給、 

制服貸与、試用期間3ヶ月、 
事務所に喫煙ブース有、倉庫内禁煙

業務拡大のため1名急集!!◆正社員 1名

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-21-9713
セーフティ&エコロジー、トランスポート&ツーリズム

トランスパック株式会社 千歳市
平和1006-1385

募 集‼

千歳 正 フォークリフト作業

0123-34-0740応 募

給　与▶ 時給960円
時　間▶ 5:00～19:00の間で 

実働4～8h 
※時間により休憩有

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▶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》

扶養範囲内
勤務も可

学生アルバイトも
歓迎!!

恵庭 パ 清掃、調理補助ア 配膳

◆ 車部品、資材製造

千歳市朝日町8丁目1206番地51労働者派遣事業（派01-300201）
㈱セイショウ 千歳営業所 0120-900-110担当

三宅

◆ お菓子の製造ライン

◆ 軽作業、他

勤務先▶千歳市内
期　間▶即日～年内　※長期あり
給　与▶時給1,050円～
時　間▶ 8:30～17:30 

※休憩1h、残業なし 
勤　務▶ シフト制
休　日▶シフト制

勤務先▶千歳市内、近郊
期　間▶即日～翌2月
給　与▶時給1,100円～
時　間▶ 8:00～17:00 

※休憩1h、残業なし 
勤　務▶ 週5日
休　日▶土日

勤務先▶千歳・恵庭
期　間▶即日～
給　与▶時給1,050円～
時　間▶ 8:00～17:00 

※休憩1h、残業なし
勤　務▶ 週5日
休　日▶土日

《共通項目》待　遇▶各社保完備、喫煙スペースあり

予約
不要10/14金 21金 28金 10:00

～13:00

東雲会館 千歳市東雲町1丁目10
駐車場：千歳市社会福祉協議会（東雲会館向かい側）

日
時
・
会
場

応　募▶まずは、お気軽にお電話ください。

 事務所で、お仕事情報はいつでも閲覧できます!! 
事前にご連絡ください。

急募6名

千歳・恵庭 派 製造、軽作業


