
2022年11月4日（金） ちゃんと15

キタカレー 釧路レストハウス(株)

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ ①カレー専門店でのホール業務（3名募集） 

②カレー専門店でのキッチン業務（2名募集）
資　格▶ホール、厨房経験者歓迎
時　間▶ 10:00～20:00の間で実働7～8h 

※休憩1h、残業無し　※時間応相談
給　与▶ ①月180,000～200,000円 

②月190,000～230,000円　※経験による
休　日▶週休2日、シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、

食事付き（無料）、昇給有、賞与年2回（業績による）、
有給休暇、入社祝い金支給（規定有）、試用期間3ヶ
月程度、喫煙スペース有

カレーハウス 担当:野田
090-3890-2046直接携帯電話にお電話ください。
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千歳市美々新千歳空港 ターミナルビル3F 

千歳 正 ホール、厨房

時　間▶ 7:00～20:40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
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

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

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～
勤　務▶週2～5日
休　日▶月8日以上

千歳市美々987番地22北海道空港 株式会社

★扶養内勤務可能！
★ 未経験者歓迎！ 
丁寧に指導します！

空港おみやげ店スタッフ募集！

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

期　間▶6ヶ月毎の更新制
仕　事▶院内の日常清掃
給　与▶ 時給920円
時　間▶ ①7:00～16:00 ※実働7h、休憩2h　 

②7:00～11:00 ※実働3.5h、休憩0.5h 
※①②シフト制

勤　務▶ 週2～4日 ※希望日数応相談 
★日曜日はお休みです。

待　遇▶ 労災保険、雇用・社保完備（法定通り）、 
交通費規定支給、制服貸与、敷地内禁煙

勤務先▶千歳市東雲町1丁目11番

株式
会社

清掃スタッフ募集!!
未経験者もシニアも歓迎♪

まずはお電話ください。面接は千歳で行います。

札幌市中央区南1条
西7丁目12 都市ビル2F 

平日9～18時
担当/小松011-271-5038応募

北光管理サービス

千歳 パ 日常清掃スタッフ

資格を活かして働こう!! 資格取得
支援制度有 !

北一運輸株式会社
北広島市輪厚431-1Kitaichi Transportation Co., Ltd.

経験者優遇

 011-377-4931
まずはお気軽にお電話ください！受付/9～16時

担当/池田

期　間▶雇用期間の定め無し
仕　事▶ 仮設材、足場材、建設資材の運搬
資　格▶ 中型免許（4t）、大型免許、玉掛家資格、小型移動式クレーン資格 

※仮設材、足場材の運搬経験あれば尚可
時　間▶ 8:00～17:00（休憩1h） 

※ 運行計画により変動あり、残業は/月平均15h程度
休　日▶ 土、日、祝日、年末年始、ＧＷ、お盆 

※運行計画に変動あり、繫忙期は月2～3回の出勤有
待　遇▶ 社会保険、退職金制度有、（入社後7ヶ月から）燃料手当、

地方手当、（片道200㎞以上の現場1,500円/回現金支
給）、夜間手当（22時以降の作業1,500円/回現金支給）、
車通勤可、ビル1F喫煙ブース有

未経験者でも可 !
《共通項目》

給　与▶ 11t/基本給232,800～279,999円 
固定残業代35h分（47,250～60,157円） 

8t/ 基本給220,000～249,999円 
固定残業代35h分（43,750～51,954円）

　　　　4t/ 基本給210,000～224,000円 
固定残業代35h分（41,016～44,844円） 
※ 能力により変動あり、超過した場合は時
間外手当を別途支給、休日（土・日・祝）出
勤した場合は時間外手当を別途支給、試
用期間中は3ヶ月/日給10,400円

玉掛け資格

小型移動式クレーン資格

北広島 正 11t・8t・4tユニック運転手

仕　事▶ ①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 
②クリスマスケーキの製造補助（クリームをぬる、イチゴをはさむ・のせる、箱詰め・梱包等）

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 

短期アルバイト

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

親子で、友達同士で、みんな大歓迎!!
WワークOK、期間中数日だけでもOK!

期
間
即日▶翌1月3日
◎上記期間以外の勤務も可能です！

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

交通費全額支給！※ 他期間は 
当社規定による

12月限定！

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

50名大募集!!

恵庭市民会館 小会議室場所お仕事登録会
相談＆ 開催 11/10　 9:00～12:00開催日時 木

期　間▶即日～長期
時　間▶ ①12:00～21:00、15:00～24:00、 

　18:00～翌3:00 
②9:00～18:00、12:00～21:00 
　15:00～24:00、18:00～翌3:00 
※選べる勤務時間 ※休憩1h、残業なし

給　与▶ 時給983～1,210円 ※深夜割増有
休　日▶ シフト制 

（週4～5日勤務～応相談）
勤務先▶恵庭市

安心の 
長期のお仕事

期　間▶即日～長期
時　間▶ 10:00～15:00 ※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～相談可能） 
勤務先▶千歳市

期　間▶ 即日～長期
時　間▶ 15:00～翌1:00の間で5～8h勤務 ※相談可能 

※ 勤務時間6h以上休憩0.75h、 
8h以上休憩1h、残業なし

給　与▶時給1,200円～
休　日▶シフト制（週2日勤務～応相談）
勤務先▶恵庭市

土日勤務 
できる方歓迎

出勤日数の
相談可能

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

期　間▶ 即日～長期
時　間▶ 5:00～20:00の間で4～8h 

※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

勤務時間
出勤日数の
相談可能

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 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

千歳・恵庭 派 製造、検品、清掃、製造・仕分け、調理

待　遇▶受動喫煙対策有、各社保完備
《共通項目》

恵庭市恵み野北3丁目1-1 RBP

【受付/10～17時】
担当/佐々木0123-37-6020

恵庭市恵み野
子どもの集う場所 フーレめぐみの

児童指導員募集!!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちいただくか、郵送ください。

仕　事▶ 子育て支援センターと子どもひろばの児童指導員
期　間▶ 1年毎の更新制　※長期
資　格▶ 保育士・幼稚園教諭、教員・社会福祉士資格、子育て支

援士の何れか、未経験者歓迎、経験者優遇、土日祝勤
務できる方優遇

給　与▶ 時給920円～
時　間▶ 9:00～18:00の間で実働7h　※休憩1h、残業なし
休　日▶ 週休2～3日　※応相談　※休館日/火曜日
待　遇▶ 各社保完備、車通勤可、敷地内禁煙

0歳～18歳までの子どもや、 
保護者の方と楽しい時間を過ごしましょう！

40代 
活躍中!

恵庭 契 パ 児童指導員

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶ ⓐ馬が別棟にいる間に、敷いてあるワラを取

　り替える作業 
ⓑエサが入っている器の洗浄 
ⓒ厩舎および厩舎周辺の掃き掃除

時　間▶ 6:00～9:00（実働3h）、 
6:00～16:30（実働8h)　※休憩2.5h、残業無し 
※ 勤務地によって就業時間が異なる場合が
ございます。

給　与▶ 時給1,000円
勤　務▶ 週5日または週6日　※選択可
休　日▶ ［週5日勤務］週休2日制（日曜、他1日） 

［週6日勤務］日曜定休、夏季・冬季休暇
待　遇▶ 労災保険、車通勤可、交通費規定支給、夏季・冬

季ミニボーナス有、忘年会等のイベント有、定
期健康診断、食堂利用可、屋外喫煙スペース有

勤務先▶ ノーザンファーム早来（勇払郡安平町早来源武275） 
ノーザンファーム空港（苫小牧市美沢114-2）勇払郡安平町早来源武275

 0120-15-1143
行こう！ いいホース

応 募

面接日は相談の上決定します。まずはご連絡ください！

■■■■牧 場 作 業
スタッフ募集!!

して
みませんか？

★WワークOK！　★年2回ミニボーナス支給！

その他 パ 牧場作業

週5日 or 週6日
働き方選べます!

職場見学
まずは

期　間▶6ヶ月毎の更新有
仕　事▶ 駐車場管理業務、駐車場⇔空港間の送迎業務
資　格▶ 要普通免許、自力通勤可能な方
給　与▶時給950円 
時　間▶  6:00～22:00の間で実働5～6h 

※休憩有、繁忙期のみ10h程度の残業有
勤　務▶ 週3～4日
待　遇▶ 社保完備（勤務成績等により考慮）、雇用・労災保

険、交通費規定支給、車通勤可、敷地内喫煙所有

千歳市美々1292-206

0123-23-1111
サンパーキング(株)さいたさいた

駐車場管理・ドライバー
募
集

\ 女性ドライバーも歓迎 /

「協調性」や「やりがい」を大切にしている職場です

千歳 ア パ 駐車場管理、ドライバー

期　間▶11月中旬～12月末
仕　事▶ 倉庫内でのピッキング 

ならびに荷物運搬等
時　間▶ ①8:00～17:00　 

②9:00～18:00 
※4～8h応相談 
※ 休憩1h、状況により 
延長の可能性有

給　与▶時給920円
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇、学生可　　
勤務先▶千歳市内　　休　日▶日曜日　　 
待　遇▶日払い可、構内禁煙

【受付/8～19時】
担当/髙倉☎0123-25-5117

まずはお気軽にお電話ください。

誰にでもできる、簡単なお仕事です

㈱札幌物流

倉庫内ピッキング 倉庫内作業
期　間▶11月中旬～翌3月末頃
仕　事▶倉庫内での軽作業 
時　間▶ 8:30～17:30 

※ 休憩1h、状況により 
延長の可能性有

給　与▶日給7,500円

千歳市勇舞8-6-9F棟102
千歳営業所

《共通項目》

短
期

千歳 ア パ 倉庫内ピッキング、倉庫内作業

道内最大のネットワーク 北交ハイヤー

千歳市信濃1丁目8番14号千歳北交ハイヤー㈱  23-4145応募 ［担当］渡辺・松口

期　間▶正/雇用期間の定め無し　嘱/1年毎の更新制
資　格▶ 要普免（運転経験1年以上）　★AT限定可 

※ 運転経験1年以上、3年以下の方は受験資格特例
教習受講者に限る。

時　間▶ ［朝］①5:00～14:30　②7:30～17:00 
［夕・夜］①17:00～翌2:30　②20:00～翌5:30 
※［朝］［夕・夜］選択制 
※いずれも実働6.5h、休憩3h 
※昼勤、夜勤、隔日勤（応相談）

勤　務▶ 4勤務→公休→4勤務→公休→3勤務→公休の繰り返し
給　与▶ 歩合制 

例： 正社員/月182,962円 
（昼勤、25日出勤の場合） 
嘱託/月172,200円 
（昼勤、25日出勤の場合）

待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、燃料手当、無事故手当、 
有給休暇、慶弔休暇、育児・介護休暇、二種免許取得
養成制度有、屋外に喫煙スペース有

入社支度金制度

※規定有

未経験者
OK!! 

10~30 利用可!万
円

賃金保証制度 月25 支給!6ヶ月間 万
円

二種免許取得条件が 
19歳以上、普通免許保持1年以上に

緩和されました。
二種免許取得は、当社でバックアップ♪
ドライバーデビューしませんか？

千歳 正 嘱 タクシードライバー


