
2022年11月18日（金） ちゃんと13

千歳 委 内職スタッフ

◆内職スタッフ【委託】
仕　事▶箱作り、その他の内職（委託）
時　間▶ お好きな時間
給　与▶出来高制（0.5～3.5円/個）
資　格▶商材受け取り及び納入できる方

有限会社 サポート・インダストリー 千歳市富士
1丁目1-5

まずはお気軽にお電話ください。 担当/採用係

090-3393-5574応募

お好きな時間に自宅で作業！

内職スタッフ
募集!!

お気軽にお電話ください !!

苫小牧市美沢
261-56

まずはお気軽にお電話ください。

0144-58-4111
エアポートパーキング

担当/竹内 

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 駐車場と新千歳空港間（片道10分）の送迎業務、

車の出し入れ係
資　格▶ 中型一種免許以上、年齢・経験不問、シニアOK
給　与▶ 時給920円～ ※深夜手当、残業手当有 ★日払い可
時　間▶ ①5:30～14:30 ②14:00～23:00 

※①②シフト制、休憩1h、繁忙期は残業の場合有
勤　務▶ シフト制、日数応相談 
待　遇▶ 中型免許限定解除養成有、制服貸与、 

車通勤可、日払い可、事務所内禁煙

日払い可！
募集!!バスドライバー

週末
食事付き♪

苫小牧 ア バスドライバー

期　間▶即日～翌3/31　その後1年毎の更新制
給　与▶ 一般/時給930円、17時以降/時給980円 

高校生/時給920円～
勤　務▶ 日数・休日応相談
待　遇▶ 有給休暇、制服貸与、雇用保険、交通費規定

支給、屋外に喫煙スペース有

恵庭市黄金南
6丁目10番地4

まずはお電話でお問い合わせください。
後日面接日をご相談させていただきます。 

担当/採用係39-5555

共
通
項
目

◆青果

◆レジ 学生歓迎

時　間▶ 8:00～13:00
時　間▶  9:00～13:00 

17:00～22:00
◆惣菜 時　間▶ 8:00～13:00

 日数・休日
応相談！

恵庭 ア 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

◆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

時　間▶ ①8:50～14:50　②8:50～17:00 
※休憩1h、残業なし 
※①②どちらかの固定勤務です。

  勤　務▶月～金 
休　日▶土日祝、年末年始（12/29～1/3）
期　間▶ 12月中旬～長期（3ヶ月毎の更新制）
仕　事▶ 事務所内で窓口受付や電話取次ぎ、文書受

付や会館貸出などの庶務・一般事務業務、 
その他補助業務

資　格▶ パソコン操作できる方、普通自動車運転免許
給　与▶時給950円
 待　遇▶ 各社保完備、車通勤可、施設内分煙（喫煙ス

ペース有）

小さなお子様がいても安心!!
予定に合わせて調整OK!!

扶養内勤務OK

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

 0123-34-1111 ［担当］
周防（すおう）
恵庭市京町
80番地恵庭商工会議所

庶務・一般事務スタッフ募集

恵庭 パ 庶務・一般事務

勤務開始日ご相談ください! 期　間▶1年毎の更新
仕　事▶ 給食調理全般、衛生管理、調理員への衛

生教育、衛生帳票管理、報告書等の作成
資　格▶  管理栄養士、栄養士 ※実務経験2年以上
給　与▶ 月給200,000円～　 

賞与年2回（150,000円/回）
時　間▶ 7:00～16:00（実働8h、休憩1h） 

※状況によっては延長の可能性有
勤　務▶週5日　　休　日▶ 日・祝
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

駐車場有、敷地内禁煙、制服貸与

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。

千歳市第2幼稚園 千歳市新富1丁目6－21

栄養士 募
集

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社
千歳営業所

勤務先

〒066-0028 千歳市花園5丁目7-3-103

★面接日・勤務開始日ご相談ください！

［担当］大野070-8805-3677

千歳 契 栄養士

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

まずはお気軽に 
お電話ください

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 電話（無線）対応業務、タクシー

配車業務、運行事務の補助
資　格▶ 簡単なPC操作できる方
時　間▶ 16:00～20:00 ※残業なし
勤　務▶月、火、木
給　与▶  時給960円
待　遇▶  交通費当社規定による、車通勤可

（駐車場完備）、喫煙室有

配車係
募集！

担当/古瀬22-0866
さわやか無線センター

専用ソフト使用により未経験者でも安心

千歳 パ 配車係

北海道委託　令和4年度
潜在的介護職員等活用推進事業資　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3h～ 
ご希望の時間柔軟に対応します。 
例/9:00～18:00、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！

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、制服貸与、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）

■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
正社員希望OK
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

ー 北海道が介護のお仕事探しを応援！ ー
未経験者・無資格OK!! 職場見学・体験OK!!

急なお休みも対応OK!

ご相談に応じます
日数時間

1日3時間＆週2日から
曜日

千歳・恵庭・他 派 介護補助スタッフ（紹介予定派遣）

★ 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。

★スタート前に、12月上旬予定の『お仕事説明会』に参加いただきます！ 早めの応募が安心です♬

仕　事▶ おせち製造に関わる作業（食材の盛込み、梱包・発送準備等）
資　格▶ 高校生、主婦（夫）歓迎、友達同士や親子での応募もOK
給　与▶ 時給1,280円
期　間▶ 12/26～30 ※下の①～④から期間をお選びください。
時　間▶ ［12/26～27］ 8:00～16:00  

［12/28～30］ 5:30～14:00  
※休憩1h ※終了時間は状況により変動します。

待　遇▶制服貸与、送迎バス（車通勤不可）、期間中は全面禁煙

毎年、高校生が大活躍！
《カンタン作業》 おせちづくり

作業の例⇒◎栗をのせる ◎いくらをのせる ◎製品を箱につめる

年末

超短期アルバイト

担当/大西0123-34-6061
まずはお電話！ 随時面接いたします。

恵庭市戸磯616番地2
とんでん株式会社 恵庭工場

恵庭 ア 食品製造スタッフ

勤務期間はこちら↓からお選びください!!

5日間
❶12/26～30 

4日間
❷12/27～30

3日間
❸12/28～30

2日間
 ❹12/29～30

リピーターも未経験者も

大・歓・迎
時給1,280円!!
12/31午後 現金払い制度有で
すぐに給料を受け取れます！

友達同士・親子もOK♪

★通勤らくらく！
【恵庭・千歳・北広島】期間中、
毎日送迎バス運行します！

★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 12月31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

定年退職後の方や
シニア層の方も
歓迎!!

あれこれ迷っているなら
うちに来ませんか?

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶  新千歳空港関係者専用ゲートにて、 

入出場者の確認業務。通行証の確認や、 
出入者に対してのセキュリティ管理が 
主なお仕事です。

資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶  時給1,000円 

 ※法定研修20h有/18,400円支給
時　間▶ 6:30～21:30の間で実働5～8h 

※休憩1h（勤務時間による）　※残業なし 
※1年単位の変形労働時間制での勤務シフト

休　日▶週休2日、シフト制　※年間休日105日 
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、 

国家資格取得制度有（警備員業務検定/費用当社
負担）、喫煙スペース有

勤務先▶ 千歳市平和/新千歳空港国際貨物ターミナル

〒004-0877 札幌市清田区平岡7条3丁目8-22 
平清警備株式会社

011-885-4141担当/
山田

まずはお電話のうえ、
写真付履歴書をお持ちください。

面接場所:千歳市内

応
募

30,000円支給!

入社祝い金
入社3ヶ月後

未経験者歓迎
資格取得制度有

千歳 契 施設警備員


