
2022年11月4日（金）ちゃんと 14

時　間▶ 16:00～18:30（実働2.5h） 
※残業月0～5h

休　日▶日曜日　※週2～3日勤務
待　遇▶施設内禁煙

◆流通3丁目/デイサービス ※車通勤可

時　間▶ 5:00～9:00（実働4h）　※残業月0～5h
休　日▶土曜日・日曜日・祝日　待　遇▶敷地内禁煙

◆北光2丁目/院内

時　間▶ 7:00～16:00（実働7h）、 
7:00～11:00（実働4h） 
※ 残業月0～10h

勤　務▶月20日程度 ※日数時間応相談
待　遇▶敷地内分煙、喫煙スペースの清掃有

◆新千歳空港/国際線ターミナル

Wワーク 
  OK！

期　間▶ 雇用の定めなし 
※65歳以上は1年更新

給　与▶時給920円　待　遇▶交通費規定支給
共通項目

千歳市美々新千歳空港内 ターミナル アネックスビル2F

受付/9～17時
※日・祝を除く

■総合施設管理 千歳支店日興美装工業㈱

まずはお電話の上、面接の際に写真付履歴書をお持ちください。

0123-22-1171

清掃 スタッフ募集中
＼千歳市内のお仕事です♪／

千歳 ア パ 清掃

お電話のうえ、履歴書をお持ちください。

23-2010 受付/9時～16時

健康で体力に自信のある方!
定年まで長期で働ける方! 大歓迎!

アルバイト・パート

契約社員
期　間▶雇用期間の定めなし、自動延長します。
仕　事▶ 炊飯業務及び配送（5tトラック使用）
資　格▶普通免許
時　間▶6:00～16:00（実働8h、休憩2ｈ）　※残業月/10h
給　与▶ 月給170,000円 

＋諸手当35,000円（定額） 
総支給/月205,000円

休　日▶月6～8日　※シフト制
待　遇▶ 各社保険完備、受動喫煙対策なし

期　間▶即日～長期
仕　事▶ 炊飯業務の手伝いと清掃等
時　間▶12:30～15:30（実働3h）　※残業なし
給　与▶ 時給920円～
勤　務▶週4日程度（応相談）
待　遇▶ 交通費別途5,000円支給

ほぼ、定時の16時で業務終了致します。

㈱吉田商店 〒066-0037
千歳市新富3丁目9-2

ちとせライスセンター

千歳 契 ア パ 炊飯業務及び配送

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

期　間▶即日～長期
時　間▶ 5:00～19:30の間で 

3.5h～5.5hのシフト制 
※休憩、残業なし

給　与▶時給920円
勤　務▶週3～5日
勤務先▶ jikeiれすとらんMEGUMINO/ 

恵庭市恵み野西5丁目3-1

年齢・性別不問！
施設・レストランの調理業務

期　間▶即日～長期
時　間▶ ①6:30～9:30 ②16:00～19:00 

③16:00～20:30  
※いずれも休憩、残業なし

給　与▶時給920円～
休　日▶ 日曜・祝日、他シフトによる  

※春・夏・冬休み有
勤務先▶ 恵庭ハイム/恵庭市恵み野西6-17-5
まずはお電話
ください。

ジケイ・スペース株式会社
0123-36-2271

恵庭市
恵み野西2-2-11

待　遇▶ 交通費規定支給、有給休暇有、 
全館禁煙、車通勤可

共通項目

年齢・性別不問!
学生寮での調理業務

恵庭 パ 調理

Web応募
はコチラ

恵庭店

33-1122
恵庭市本町210

応募

1名募集
日配

品出し 1名募集

1名募集

2名募集

の募集です品出しスタッフ

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

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

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32

期　間▶長期
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

[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］［学生］時給920円
時　間▶ 13:00～17:00 

※残業なし ※休憩なし

給　与▶ ［一般］時給923円 ［学生］時給920円
時　間▶ 8:00～12:00 

※残業なし ※休憩なし
勤　務▶週4～5日程度

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
仕　事▶品出しや値引き
給　与▶ ［一般］時給923円 ［学生］時給920円
時　間▶ 17:00～21:00  

※残業なし ※休憩なし
勤　務▶週4日程度

千歳・恵庭 ア パ 品出し、日配

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

お友達同士でもOK！

時給930円×1日6h×18日=時給930円×1日6h×25日=

御歳暮ギフトの
まだまだ今年も大募集！ 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!!

倉庫は去年完成して 
とても綺麗です!

大手企業の為
安心出来ます。

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。

10名大募集!!
残り

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

★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　例/新千歳空港での車
両誘導、コーヒーチェーン店での来客誘導

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
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

◆ 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。

20代
30代

40代

50代

70代

60代
◀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

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8,150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

売上増収・増益
北海道エリア コロナ禍でも

60歳以上でもお元気な方、歓迎します
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 訪問診療車（社用車）の運転業務、車内清

掃・洗車・給油などの車両環境整備、空き
時間でクリニック内の簡単な庶務業務
や、除草・除雪などもお願いします。

資　格▶ 要普通自動車免許、運転業務経験、 
定年60歳（65歳まで再雇用可）

給　与▶時給1,000円
時　間▶ 8:30～18:00、8:00～12:30（水曜日） 

※休憩1h、残業月平均5h
休　日▶土・日・祝、他　※勤務応相談
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

無料駐車場有、試用期間3ヶ月、敷地内禁煙

写真付履歴書・職務経歴書をご郵送ください。
〒066-0054 
千歳市柏陽4丁目3-5【お問合せ】 0123-48-5151

当院HP（https://koyodai.hcfm.jp/）にて、
募集内容の詳細を確認できます。

向陽台ファミリークリニック

千歳 パ 診療訪問ドライバー

診療訪問ドライバー募集！

☆ お仕事イロイロ♪面接会でご相談ください。お話だけでもOK!面接会開催
恵庭市民会館
小会議室

場
所時

間 9:00～12:00
場
所
恵庭市民会館
サークル研修室

時
間 13:00～16:00

応
募

0120-35-0909
（通話無料/平日9～20時、土日9～18時）

0909work ◀こちらからチェック!!▶

北日本事業統括部 千歳営業所
㈱ジャパンクリエイト
千歳市千代田町5-5-1 戸田ビル2F

労働者派遣許可番号 
（派）27-300717 
有料職業紹介事業許可番号 
27-ユ-300414

時　間▶ 9:00～18:00　 
※12/19以降は夜勤勤務となります
　ので、ご対応いただける方大歓迎！ 
【12/19】0:30～10:00 
【12/20】21:00～翌2:00 
【12/21】21:30～翌9:30 
【12/22】18:30～翌5:15 
【12/23】19:00～翌3:30　 
※休憩1h　※残業なし

仕　事▶ クリスマスケーキの製造　NO.1957-A-03 
イチゴのヘタ取り、イチゴの選別、シール貼り等

期　間▶11/24～12/24
給　与▶ 時給1,180円～　 

※22時以降時給1,475円
休　日▶土日
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、 

喫煙ブース有、車通勤可、 
クリスマスケーキの格安購入可

勤務先▶恵庭市恵南

恵庭 派 工場内作業

11/10木11/8火


