
2022年10月21日（金） ちゃんと9

短期作業スタッフ募集繁忙期
を迎え

株式会社 北海道支店
■一般労働者派遣(派13-01-1084)

〒004-0053 札幌市厚別区厚別中央3条1丁目2-30

仕　事▶野菜の選別・出荷作業 （案件No.G-003861)
期　間▶11月～12月
時　間▶ 8:30～17:30  

※休憩1h、残業30分程度有
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▶ 交通費規定支給、車通勤可、敷地内禁煙

幅広い年代の男性が活躍中 !

写真付履歴書を持参
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

011-807-8490（代表）

経験
不問

千歳 派 野菜の選別・出荷作業

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▶ 新千歳空港の 

設備運転保守管理業務 
※正社員ですが、業務の契約形態は派遣の為、 
　「常用派遣」となります。

資　格▶ 無資格可、ボイラー1級・2級等の資格や 
実務経験があれば尚可

時　間▶ ①9:00～17:30　②16:00～翌9:00 
※いずれも休憩1h、残業なし 
※②がメインです。どちらもできる方歓迎。

給　与▶ 月給180,000円～　 
※22時以降深夜割増有

休　日▶ シフト制
待　遇▶ 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

勤務先 新千歳空港

設備管理
スタッフ募集

千歳 正 設備管理

未経験者大歓迎!!

仕　事▶日常清掃（床、トイレ等）
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

新千歳空港/千歳市美々 （正社員）

千歳科学技術大学/千歳市美々 （パート）
仕　事▶日常清掃（床、トイレ等）
給　与▶時給950円
時　間▶7:00～10:30 ※実働3.5h
勤　務▶週2日～　※応相談 
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

千歳 正 パ 清掃

《共通項目》 期　間▶長期

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、ナイトフロント

お友達同士でもOK！

御歳暮ギフトの
お待たせしました。今年も大募集！ 友達と一緒の応募もOKです!!

短期アルバイト！

● 今回勤務された方には、来夏お中元時期のお仕事を優先案内!!

0123-23-5125
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
★詳細は面談にて★

千歳営業所新千歳流通センター 
千歳市北信濃863-2（担当まで）
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25日間
勤務で…

空いた日で無理なく♪たくさん稼ぎたい!! 18日間
勤務で…月

収139,500円～ 月
収100,440円～

鴻池運輸株式会社

②運搬作業

①ギフト包装ライン・検品作業

仕　事▶ 包装後のギフト製品を積込する作業
給　与▶時給1,030円～

仕　事▶ ピッキング、包装、検品作業
給　与▶時給930円～

《共通項目》
期　間▶ 11月下旬もしくは12月上旬～12月下旬 ※開始日は状況による
資　格▶ 未経験者歓迎、60歳まで（定年雇い止めのため）
時　間▶ 9:00～16:30 ※実働6h程度、休憩1.5h、繁忙期は残業2～3h有 

（18～19時くらいまで計画に合わせて作業実施）
勤　務▶ 週3日以上で期間中の18～25日程度（応相談）
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可、倉庫内禁煙（喫煙ブース有）

勤務日数・曜日は自分の予定に合わせて計画できます！※月収例はあくまでも目安です。

20名
大募集!!

男性も活躍中！

経験者優遇で
時給アップ

千歳 ア ギフト包装ライン・検品作業、運搬作業

【コンビニ】陳列棚の前面に積まれた商品の顔
（フェイス）を整える作業。

フェイスアップ

知ってるようで、
 知らない

期　間▶12ヶ月、勤務状況により雇用の定め無し
時　間▶ ①9:15～13:30　②9:15～14:30 

③21:00～翌7:00（夜勤は月/1回程度） 
※ 休憩、4h未満なし、4～6hで30分、 
6h以上は45分、残業なし

給　与▶ 資格あり/時給950円～資格・処遇改善手当 
無資格/時給920円～

勤　務▶月～土　（週3～4回勤務）
待　遇▶ 労災保険、処遇改善手当、交通費規定支給（1㎞

～）、雇用保険（20h以上勤務から）、有給休暇（入
社6ヶ月～）、試用期間3ヶ月/同条件、施設内禁
煙、喫煙ブース有

〒066-0078
千歳市勇舞2丁目7-8 

勇舞デイサービス
まごころの湯くれいん
●まずはお気軽にお電話ください！ 受付/9～18時  担当/伊藤

21-8477 080-3384-9431

非常勤募集
千歳 ア パ 非常勤

39-7777応募

島松店
恵庭市島松旭町1丁目1-1 Web応募

はコチラ

札幌市中央区南13条西11丁目2-32

期　間▶長期
仕　事▶ 商品の品出し、陳列、 

在庫置き場の整理整頓
待　遇▶ 社会保険なし、制服付与、 

交通費規定支給、車通勤可、施設内禁煙

〈共通項目〉

㈱ラルズ
[応募］店舗に電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。担当/店長

Web応募
はコチラ

恵庭店

33-1122
恵庭市本町210

応募
給　与▶ ［一般］ ①時給920円 ②時給923円 
　　　　［学生］時給920円
時　間▶ ①13:00～17:00 ②8:00～12:00 

※残業なし ※休憩なし
勤　務▶ ①応相談 ②週4～5日程度

給　与▶ ［一般］時給921円 ［学生］時給920円
時　間▶ 17:00～21:00  

※残業なし ※休憩なし

2名募集

2名募集

の募集です品出しスタッフ
恵庭 ア パ 品出し

まずはお電話ください! 面接時履歴書不要。 
面接は勤務先で行います。

011-271-1749【札幌事業部】担当/佐藤

千歳市柏台南1丁目3番1（千歳アルカディア・プラザ3F）
千歳営業所

② 清掃スタッフ （パート）
仕　事▶校内の日常清掃
資　格▶ 車通勤可能な方 ※無料駐車場有 
給　与▶時給920円～
時　間▶7:30～11:00 ※残業なし
勤　務▶ 月～金
休　日▶土日祝、季節休校に合わせてお休み有
勤務先▶ 公立千歳科学技術大学（千歳市美々758-65）

① 事務 （正社員）
仕　事▶ 見積・報告書・電話・テナント対応、 

駐車場売上管理等
給　与▶ 月給175,000円～
時　間▶ ①8:00～17:00　②11:30～20:30 

※①での勤務が主となります。　※残業なし
勤　務▶ 月22～24日
勤務先▶ 千歳ステーションプラザ 

（千歳市千代田町7丁目1789-3）

《共通項目》
期　間▶雇用期間の定めなし
待　遇▶  ①のみ社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服

貸与、賞与有、試用期間2ヶ月有、受動喫煙対策有

千歳 正 事務パ 清掃

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

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 主に製造業務担当。 

※販売業務も少しあります。
資　格▶経験者優遇、未経験者歓迎
給　与▶ 時給920円～
時　間▶ 8:00～15:00の間で4～6h 

※応相談、勤務時間によって休憩あり
勤　務▶週2～4日 ※火曜定休日
待　遇▶ 雇用保険（時間による）、車通勤可、 

制服貸与、交通費規定支給、店内禁煙
勤務先▶ bakery BOB GEORGE 

（恵庭市住吉町1丁目1-1）
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は恵庭市の系列飲食店にて行います。

BOB GEORGE

 

(株)ハイハット 【恵庭事業所】恵庭市漁町179番地

恵庭市内のベーカリー店 ボブ★ジョージ

090-8900-0296 担当/脇田
受付時間/11:00～17:00

恵庭 ア パ 製造・販売スタッフ

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

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

期　間▶即日～長期
時　間▶ ①5:00～14:00 ②7:30～16:30 

③9:00～18:00 ④12:00～21:00 
※①～④選べる勤務時間 ※休憩1h、残業なし

給　与▶ 時給983円～
休　日▶ シフト制（週3～5日勤務～応相談）
勤務先▶千歳市
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～長期
時　間▶  ①7:30～16:30 ②8:30～17:30 

③9:30～18:30 ④12:00～21:00 
⑤14:00～23:00 
※希望の勤務時間で働けます。 ※休憩1h、残業なし

給　与▶ 時給1,115円～ ※22時以降深夜割増有
休　日▶土日
勤務先▶千歳市
待　遇▶受動喫煙対策有、各社保完備

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▶ 即日～長期
時　間▶ 9:00～15:00の間で4～6h（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日勤務～応相談）
勤務先▶千歳市 
待　遇▶施設内禁煙、各社保完備

期　間▶即日～長期
時　間▶  9:00～17:00 ※休憩1.5h、残業なし
給　与▶ 時給1,000円～
休　日▶土日（月1～2回土曜出勤有）
勤務先▶恵庭市
待　遇▶受動喫煙対策有、各社保完備

期　間▶即日～長期
時　間▶  9:00～17:00 ※休憩1h、残業なし
給　与▶ 時給1,011円～ 
休　日▶土日
勤務先▶恵庭市 
待　遇▶施設内禁煙、各社保完備

期　間▶即日～長期
時　間▶  11:30～20:30（その他時間の相談可能） 

※休憩1h、1～2h程度残業の可能性有
給　与▶時給1,200円～ 
休　日▶日曜・祝（土曜は月1～2日出勤有）
勤務先▶恵庭市
待　遇▶受動喫煙対策有、各社保完備

恵庭市民会館　小会議室場所

10/25　9:00～12:00開催日時お仕事登録会
相談＆ 開催 火

期　間▶ 即日～長期
時　間▶ 5:00～20:00の間で4～8h勤務の相談可能 

※8h以上勤務で休憩1h 残業なし
給　与▶時給1,011円～
休　日▶シフト制（週3日勤務～相談可能）
勤務先▶千歳市
待　遇▶受動喫煙対策有、各社保完備

千歳・恵庭 派 製造、検品、包装、仕分け、オペレーター、清掃

勤務時間・日数の
相談可能

事前見学可能
事前見学可能

勤務時間
出勤日数の
相談可能

勤務時間の
相談可能

送迎あり


