
2022年10月28日（金）ちゃんと 12

毎週木曜日に

Q人ナビ携帯サイトで

新着情報を

チェックできるよ

《共通項目》
期　間▶～3/31まで。その後1年ごとに更新
資　格▶年齢・学歴・経験不問
給　与▶時給1,000円～
時　間▶ 7:00～22:00の間で実働5～7h　シフト制 

例/ ①7:00～15:00　②9:00～17:00 
③12:40～20:40等　

　　　　※休憩1h、繁忙期は延長の場合有
勤　務▶週2～5日
休　日▶月8日以上
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、制服等貸与、 

賞与年2回、空港内喫煙室有
勤務先▶北海道本舗 総合土産店、空港内倉庫

千歳市美々987番地22
北海道空港 株式会社

仕　事▶ お菓子や農水産品、お酒などを取り扱うお店
でのレジ、商品補充、陳列、接客など

仕　事▶ 倉庫内にて自社店舗への荷
上げ、陳列、商品の発送や検
品作業

◆空港おみやげ店スタッフ

◆倉庫内商品管理スタッフ

新千歳空港ターミナルビル内のお仕事です

担当
影山

まずはお気軽に
お電話ください。 0123-46-5118

千歳 パ 店内業務、商品管理
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

(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

0123-32-1888
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

【担当】佐々木
【受付】9～17時

❷おせち料理製造

㈱紀文食品 恵庭工場
■水産練製品製造・販売

恵庭市戸磯201番14（恵庭テクノパーク内）

❷おせち料理製造スタッフ
仕　事▶ おせち料理を詰める等の簡単な補助作業など
給　与▶ [12月24日～26日]時給1,050円 

[12月27日～29日]時給1,100円 
※6日間すべて勤務の方にはプラス5,000円支給

期　間▶ ①12月24日（土）～12月29日（木） 6日間 
②12月25日（日）～12月29日（木） 5日間 
③12月26日（月）～12月29日（木） 4日間 
④12月27日（火）～12月29日（木） 3日間 
⑤12月28日（水）～12月29日（木） 2日間 
★上記の中で選べます！

時　間▶ 8:30～17:30 
※休憩1h、残業は生産状況により1日0～1h程度 
※但し最終日12月29日（木）は16：00終了予定 
※生産状況により残業や変更になる場合有

❶食品製造補助・梱包スタッフ
仕　事▶ かまぼこ･なると巻き等の包装、箱詰め作業など
給　与▶時給1,050円
期　間▶  ①11月14日（月）～12月29日（木） 

②12月9日（金）～12月29日（木）
時　間▶ 9:00～18:00 

※休憩1h、残業は生産状況により1日0～1h程度 
※生産状況により残業や変更になる場合有

休　日▶ 日曜・水曜 
※但し、12月25日（日）・28日（水）は出勤 
※生産状況により変更になる場合が有年末

恒例

毎年人気のお仕事!

❶食品製造補助・梱包

50名大募集!

短期スタッフ

初めての方も
リピーターの方も大歓迎!!

共通
項目

資　格▶ 未経験者歓迎 ※食品製造業のため、ピアス・
マニキュア・付け爪・ひげ等禁止

待　遇▶ 車通勤可、交通費規定支給、制服貸与、喫煙室有 

期間が選べる！
冬休み・学生バイトもOK!

恵庭 ア ①食品製造補助・梱包スタッフ②おせち料理製造スタッフ

［担当］大野070-8805-3677
〒066-0028 千歳市花園5丁目7-3-103シダックス大新東ヒューマンサービス㈱ 千歳営業所

［担当］荒川070-4510-0065

《共通項目》期　間▶半年毎の更新（長期）　　待　遇▶ 交通費支給、制服貸与、敷地内禁煙、契/社会保険完備

給食調理員 募集!
勤務先／ 千歳市給食センター 

（千歳市流通3丁目1-11）
勤務先／ 千歳市認定こども園ひまわり 

（千歳市新富2丁目4-60）

パ
ー
ト

①
契
約
社
員
②
パ
ー
ト

仕　事▶調理・調理補助・洗浄・清掃 
資　格▶不問、65歳未満（定年雇い止めの為）
給　与▶ 時給920円
時　間▶ ①8:00～11:30　②8:00～13:30　 

③8:00～15:30 
※シフト制　※週20～30h程度の勤務 
※残業なし（状況によっては延長の可能性有）

休　日▶ 週3日～　※応相談

給　与▶ ①月給165,000円～　 
②時給920円～

時　間▶ ①8:00～16:30（実働7.5h） 
②8:00～12:00、8:00～15:00（休憩1h） 
※シフト制　 
※残業なし（状況によっては延長の可能性有）

勤　務▶月～金　　　
休　日▶ 土・日・祝

履歴書（写真貼付）を郵送ください。追って面接日をお知らせします。

千歳 契 パ 調理員

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

ローソン自衛隊東千歳駐屯地店 千歳市祝梅1016

22-2241※委細は面談にて

新型コロナウイルスの感染予防対策をしています。

期　間▶6ヶ月毎の更新（長期）
仕　事▶ 店内品出し、清掃、調理 

（レジはさわりません、調理は揚げ物のみ）
資　格▶ 車通勤可能な方、 

ダブルワーク・シニア歓迎、学生不可
時　間▶ 18:00～23:00 

※休憩なし、残業なし 
※状況により早上がりの可能性あり

給　与▶  時給920円
勤　務▶ 週3日～
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、社会保険有、敷地内禁煙
勤務先▶ 陸上自衛隊東千歳駐屯地内 

（千歳市祝梅1016）

◆東千歳駐屯地内店舗
Wワーク、シニアＯＫ!!

駐屯地内のローソン
で働こう!!

普段は入れない場所で、ちょっと働いてみませんか？

お待ちして 
おります♪

千歳 パ 店内業務

まずはお気軽にお電話ください！

千歳市北斗4丁目13番20号  0123-27-0911
■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

千歳・恵庭 委 配布員

【代理】配布員さん
急募!!

仕　事▶ 生活情報紙「ちゃんと」を、会社が
指定する地域に配布してもらうお
仕事です。 
※業務委託となります 
毎週木・金の2日間で500部程度
の配布をお願いします。

資　格▶ 年齢不問、自家用車をお持ちの方、
健康でまじめな方

勤　務▶ 毎週木・金曜の2日間で都合
の良い時間

給　与▶ 週給6,500円
時　間▶ 木曜/5:00～19:00、 

金曜/5:00～18:00 
上記時間の間で5～6h程度 
※ 状況により時間が変動する 
可能性がございます。

6,500円!!
500部配布で

勤務先▶新千歳空港/千歳市美々
仕　事▶ 新千歳空港内にて、各店舗への荷物の配達
期　間▶ 即日～長期　　
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給1,000円
時　間▶ 5:30～14:30もしくは、 

6:45～15:45 ※実働8h、休憩1h、残業なし 
※出勤時間・勤務時間は応相談

勤　務▶ 週4日～ ※応相談
待　遇▶ 各社保完備（勤務による)、交通費規定支給、

車通勤可、週払い制度有、喫煙所有

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。

0120-357-337
★随時面接致します
【月～金曜】9～18時

080-5729-7602 （土・日曜、祝日）

★荷物の積み替え・積み下ろしなし!
★ お客様と接することがないので 
もくもくと働ける!

学生も可！

千歳 派 配達

電話連絡の上、写真付履歴書を 
お持ちいただくかご郵送ください。

担当/ 尾田0123-26-1155
千歳市千代田町
6丁目1番地

仕　事▶ 注文受け、配膳・下げ膳等

仕　事▶ 食器洗浄、盛り付けなどの 
簡単な調理補助

資　格▶ 年齢不問
勤　務▶週3日～　※応相談
時　間▶ 17:00～22:00の間で4～5h勤務 

※残業なし
給　与▶ 時給950円～
待　遇▶ 社保完備、希望休日取得可、制服貸与、

交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場
有）、屋外に喫煙スペース有

勤務先▶海鮮居酒家うみや

共通項目

千歳 ア パ ホール、食器洗浄
◆ 居酒屋ホールスタッフ

◆ 食器洗浄

学生
歓迎

シルバー
世代歓迎

0120-095-350一般労働者派遣事業（派01-300425）
 有料職業紹介事業（01-ユ-300238）

当社HPお問合せフォームからも応募できます。 https://speed-hokkaido.jp/函館市新川町1-24  R4TM新川町 5F
スピード北海道株式会社

仕　事▶電子部品の製造
時　間▶ 8:30～17:00、20:30～翌5:00 

※休憩1.25h、残業月30～40h
勤　務▶ 5勤2休もしくは4勤2休
給　与▶ 時給1,300円　 

※22時以降/時給1,625円

期　間▶ ①③3ヶ月更新、 
②3ヶ月（長期も相談可）

待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、 
車通勤可（P完備）、制服貸与、 
社員登用有、喫煙所有

勤務先▶恵庭市戸磯

《共通項目》

仕　事▶ ビール缶資材の搬出入
資　格▶フォークリフト資格
時　間▶ 7:30～16:30 

7:50～16:50  
※休憩1h、残業月10h程度

給　与▶時給1,200円
休　日▶土日、他

仕　事▶ ⓐ文書管理、サンプル管理等　 
ⓑ技術軽作業補助

時　間▶ 8:30～17:00　 
※休憩1.25h、残業月10～15h

給　与▶時給1,300円
休　日▶土日、他

恵庭 派 工場内作業、製造

給　与▶ ［一般］時給966円 
［学生］時給920円

時　間▶ 8:30～13:00、 
※8:30～16:30の通しも可 
17:00～21:00 (主に清掃) 
※残業なし ※通し勤務のみ休憩1h

勤　務▶週4日程度

水 産 部 門今
回
は の募集です

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32

期　間▶長期
待　遇▶ 通し勤務のみ社会保険加入、制服付与、

交通費規定支給、車通勤可、施設内禁煙

〈共通項目〉

[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

給　与▶ ［一般］時給960円 
［学生］時給920円

時　間▶7:30～12:00 ※残業なし ※休憩なし
勤　務▶週4日程度　　 

恵み野店

応募
恵庭市恵み野西3丁目1

36-2980
Web応募
はコチラ

1名募集

給　与▶ ［一般］時給967円 
［学生］時給920円

時　間▶ 平日/8:30～13:00 
 土日/7:40～12:40 
※残業なし ※休憩なし

勤　務▶週4日程度、土日勤務できる方尚可

3名募集

Web応募
はコチラ

恵庭店

33-1122
恵庭市本町210

応募

Web応募
はコチラ

26-6660
千歳市日の出1丁目1-66

千歳店

応募

1名募集

給　与▶ ［一般］時給966円 
［学生］時給920円

時　間▶ 7:00～11:00 (日曜は6:00～)
勤　務▶週4日程度

1名募集

〈さかなやの寿司〉

千歳・恵庭 ア パ 水産


