
2022年10月14日（金） ちゃんと11

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

期　間▶ 期間の定め無し ※長期契約 65歳以上は 
嘱託契約（1年毎の契約更新）

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）、喫煙場所無 
※ホテルの客室は１フロア喫煙可能客室有

勤務先▶千歳市幸町5丁目6-1

共
通
項
目

 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） 
延長有 ※5分単位で延長料金支払い

勤　務▶月平均21日

❶ 清掃管理者 ★社保完備

給　与▶ 時給940円～ ※経験考慮
時　間▶ 8:30～15:15（実働4.5～6h） 

延長有 ※5分単位で延長料金支払い
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） 

延長有 ※5分単位で延長料金支払い
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

ちゃんと 検索

　　　　　　　　共通項目
期　間▶雇用期間の定めなし
時　間▶ 17:30～22:00の間 

※18:00～も可 応相談 
※ 残業なし ※深夜割増有

待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、休憩室禁煙

仕　事▶ 接客、配膳、料理説明、片付け等
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶時給1,250円
勤　務▶週3～5日程度

仕　事▶ 洗い場兼調理補助
資　格▶ 調理経験のある方優遇
給　与▶時給950円
勤　務▶週1～2日

 0123-26-5061
受付/14～18時 担当/浅野、山川

まずはお気軽にお電話ください。

千歳市幸町2丁目3-2

◆ホールスタッフ

◆洗い場兼調理補助

年齢幅広く
活躍できます!!

ホールスタッフ
1,250円

時
給
洗い場兼調理補助
時
給

募
集950円

千歳 ア ホールパ 洗い場兼調理補助

仕　事▶事務所・仮設トイレ等の日常清掃
資　格▶車通勤できる方、未経験者・シルバー歓迎
時　間▶ 13:00～15:00の間で、 

月・水・木/1h　火・金/2h
休　日▶土・日・祝、年末年始
待　遇▶労災保険、交通費規定支給、制服貸与
勤務先▶千歳市柏台

《共通項目》 
期　間▶長期　　　給　与▶時給920円

0123-24-0800

親切･丁寧に指導いたしますので未経験者
でも安心！ 学生・年配の方も歓迎！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） 千歳乃湯えんの清掃

千歳市柏台千歳基地厚生センター（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（車通勤可能な方待遇）
時　間▶ 8:00～17:00の間で5h
勤　務▶ 月・金 ※お盆、年末年始はお休み
待　遇▶ 労災保険、制服貸与、交通費規定支給

千歳 パ 清掃

仕　事▶ 浴場の清掃等
資　格▶未経験者可、学生・年配の方も歓迎
時　間▶ 7:30～11:00（実働3.5h）
勤　務▶ シフト制（週3日程度） 

※年末年始はお休み
待　遇▶ 労災保険、制服貸与、交通費規定支給、車

通勤可

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延長有） 
②13:30～17:30 
　（巡回清掃、実働3～4.5h）

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

★週2、3日～OK!! 
★シニア世代活躍中!!
★有給休暇の取得率、ほぼ100%！
★ 異業種からの転職者多数！前職の経験を生かせます。 
（ホテルマン・飲食店・営業マン等、前職は様々）

東洋ワークセキュリティ㈱千歳営業所
千歳市幸町3-15エレガンスビル4階

■警備事業（宮城県公安委員会認定第22000353号）

期　間▶雇用期間の定めなし　※60歳以上は1年毎の更新制
仕　事▶ お客様や車両の誘導等
資　格▶ 18歳以上（省令2）、有資格者尚可
給　与▶ 日給8,150～17,150円
休　日▶ 週休2日（他会社カレンダーによる）
時　間▶ シフト制（実働8h）　※残業なし 

★日勤のみ、夜勤のみもOK! 
8:00～18:00、21:00～翌7:00他

勤務先▶ 千歳・恵庭市内、近郊 ※現場への直行直帰可能 
例）新千歳空港での車両誘導、他、現場多数

待　遇▶ 交通費規定支給、社保完備（勤務による）、昇給制度
有、賞与年2回、有給休暇、制服貸与、法定研修有 
（6日間×6h×時給920円=33,120円支給）、 
新生活応援支援金支給（規定有）、事務所内禁煙

★全国に45営業所を展開！
 0123-29-3203 採用担当/清水

◆ 【現場多数あります!!】常駐警備スタッフ
元気に活躍中！

まずはお気軽にお電話ください。
面接時に写真付履歴書をお持ちください。
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▲スタッフの年齢構成（イメージ）

の方も
多く在籍！

60歳以上

203%2022年と
2020年対比

売上増収・増益
北海道エリア コロナ禍でも常 駐

案 件
多 数

対
象
11月30日までに
入社した方全員

概
要

入社後3ヶ月の期間限定で「新生活応援支援金」
として、日給に1,500円を加算します。
※入社後3ヶ月は、日給8,000円＋150円＋1,500円＝9,650円

千歳・恵庭・他 契 ア パ 常駐警備スタッフ

新生活応援支援金支給！5名
募集
5名
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

0123-22-1090

勤務先▶安平町
仕　事▶ スクールバス運転手
資　格▶ 大型一種免許（二種なお可）
給　与▶月給160,000円
時　間▶ 6:30～19:00(8h) ※残業月10h程度
勤　務▶週5日
期　間▶1年毎の更新制
休　日▶ 土・日曜、祝日、年末年始、 

夏休み、冬休み（休校日）
待　遇▶ 雇用・労災保険、厚生年金、健康保険、車

通勤の交通費規定支給、敷地内喫煙所有
電話連絡の上、後日面接を行います。【平日／9～18時】

急募!!
子供たちを送り迎えする、
運転手さんを募集しています。

安平 契 スクールバス運転手

(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▶新千歳空港内 日常清掃
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 ※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
勤務先▶新千歳空港旅客ターミナル

日常
清掃

③④⑤  
急募

1,000時給
920～ 円

千歳 パ 清掃

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

恵庭市住吉町2丁目9-14
恵庭店

0123-39-2171
まずはお気軽にお電話ください。面接時履歴書不要!

期　間▶1年毎の更新制 
仕　事▶ ホール/配膳、オーダー取り等、ホールでの接客 

キッチン/ 洗い場や、メイン・サイド商品の調理
勤　務▶週2～5日　※相談に応じます。
時　間▶ 7:30～15:00、11:00～17:00、 

19:00～24:00　※残業なし
給　与▶ 時給930円～ 

※22時以降/時給1,162円以上～
資　格▶ 未経験者歓迎、フリーター・主婦（夫）・ 

高校生・専門学校生・大学生歓迎
待　遇▶ 昇給制度、車通勤可、有給休暇、交通費規定支給 

、制服貸与、労災保険有、食事補助有、敷地内禁煙

募集
★ 1週間毎のシフト作成！ 
予定も立てやすく、お休みも取りやすい♪

★週2日～OK！自分のペースで楽しく働けます。

ホール・キッチンスタッフ
全時間帯で

恵庭 ア パ ホール・キッチン

北海道委託　令和4年度
潜在的介護職員等活用推進事業

給　与▶ 経験者/時給1,229円～ 
未経験者/時給1,048円～

勤　務▶ 週2日～ご希望に応じます。 
※土日祝休み、指定曜日休みもOK

待　遇▶ 各種保険完備、交通費全額支給、有給休暇、 
車通勤OK、受動喫煙対策有

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2h～ 

ご希望の時間柔軟に対応します。 
例/9:00～12:00、9:00～15:00、 
8:00～14:00、10:00～16:00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

ご希望に応じます
日数時間

主婦（夫）活躍中

土日祝休

資格取得支援有

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!! 職場見学・体験OK!!

1日2時間＆週2日から
急なお休みも対応OK!

千歳・恵庭・他 派 介護補助スタッフ（紹介予定派遣）

★ お部屋の掃除などの 
簡単な業務から 
スタートOK!!
★ 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。

曜日

社会福祉法人 千歳市社会福祉協議会 ほっとす

経験のない方も始められるお仕事です!

デイサービス
介護職員
仕　事▶デイサービスセンターの送迎の介護、レク等
給　与▶ 時給920～1,020円 

※月130h以上の勤務で＋月5,000円
時　間▶ 8:45～16:30　（午前のみの勤務も可） 

※休憩1h、残業なし　
勤　務▶週2～5日　※ご相談に応じます。
休　日▶日曜日固定休、年末年始 
期　間▶ 即日～翌3/31　※その後1年毎の更新
待　遇▶ 各社保完備（勤務による）、交通費規定

支給、館内禁煙、介護資格取得制度有

［受付］月～土/8:45～17:15 ［担当］介護総務係

まずはお電話ください。

千歳市新富1-3-5

0123-42-3133

千歳 パ デイサービス介護職員

◆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


