
2022年11月18日（金）ちゃんと 14

(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

≪新型コロナウイルス感染防止対策≫
電話面接も承ります！

出張面接します！
0120-622-468
まずはお気軽にお問合せください。

労働者派遣事業(派01-300002) 職業紹介事業(01-ユ-300120) 
〈本社〉 札幌市白石区北郷2条4丁目5-8
ネイヴルソリューションスタッフ株式

会社

北海道で派遣を始めて22年── 総合人材サービス 

ネイヴル

ー最新情報はHPから♪ー
http://www.navel-g.co.jp/

期　間▶ 即日～翌1月末まで（延長の可能性有） 
長期勤務ご希望の方もお問い合わせください！

給　与▶ 時給1,300円 22～翌5時は深夜割増有
時　間▶ 以下からお選びください 

①7:30～16:30 ②10:00～19:00 
③12:00～21：00 ④15:00～24：00  
⑤18:00～翌3：00

勤　務▶シフト制（希望に応じて週休2～4日）
待　遇▶ 無料送迎あり（JR千歳駅から）、ミニボーナス

10,000円支給（規定有）、週払い
制度有、通勤手当支給、無料駐車
場有、未経験大歓迎、分煙（屋内に
喫煙室有）

勤務先▶千歳市泉沢

◆ 有名洋菓子の製造スタッフ/派遣社員

未経験でも安心のかんたん作業！

千歳 派 製造

30名大募集!

週払い制度有急募

電話連絡の上、写真付 
履歴書をお持ちください。 
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。

ローソン自衛隊北千歳駐屯地店 千歳市北信濃724

◆北千歳駐屯地内店舗
期　間▶6ヶ月毎の更新（長期）
仕　事▶店内業務全般
資　格▶  車通勤可能な方、 

ダブルワーク・シニア・学生可
時　間▶ 6:00～11:00※ 休憩なし、残業なし
給　与▶ 時給940円
勤　務▶  週2日～ ※応相談
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▶ 陸上自衛隊北千歳駐屯地内 

（千歳市北信濃724） 
※中央バス「北千歳駐屯地前」停すぐ

42-2121

Wワーク
シニア
学生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？
千歳 パ 店内業務

期　間▶6ヶ月毎の更新
仕　事▶ ①新千歳空港での保安検査業務 

②新千歳空港保安検査場での案内係
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇、 

学生可（高校生不可）
給　与▶ 時給1,300円 

※試用期間3ヶ月（同条件）
時　間▶ 7:00～13:00（実働5h） 

7:00～20:00（実働10.5h） 
18:00～21:45（実働3h）　※応相談 
※残業なし、勤務時間により休憩有

勤　務▶ 週1日～可　 
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、有

給休暇制度、交通費規定支給（最
大10万円）、送迎有、制服貸与、入
社後30h（約4日以上分）は座学研
修、受動喫煙対策有 

勤務先▶新千歳空港国内線

★ 半数近くが女性！ 
学生さんや30～40代、主婦の方が活躍中！
★掛け持ち勤務歓迎！
★ 送迎バスは時間帯により千歳市内の 
指定場所からであれば利用可能

〒066-0009
北海道千歳市柏台南1-3-1 千歳アルカディア・プラザ2F

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は(株)セノン千歳支社で行います 0123-29-4865
株式会社セノン千歳支社

担当/渡邊・小池
受付時間/8:30～17:30

千歳 ア パ 空港保安検査スタッフ・案内係

募集！

検査スタッフ
案内係

0120-357-337
080-5729-7602 （土・日曜、祝日）

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。

★随時面接致します
【月～金曜】9～18時

未経験者歓迎♪
期　間▶長期
資　格▶未経験者歓迎、自力通勤可能な方
時　間▶ 9:00～17:00 ※残業の可能性有 

※残業月0～30h程度
給　与▶ 時給1,000円 

※18時以降25%UP
勤　務▶月～土 
休　日▶日・祝
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、9:00～

17:00給与保障、週払い可（規定有）、 
施設内分煙（喫煙スペース有）

勤務先▶千歳市泉沢

ピッキング・搬入
カップ麺の

スタッフ募集‼

千歳市泉沢

千歳 派 ピッキング、搬入

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32

[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

千歳・恵庭 ア パ デリカ、食肉

◆デリカ
給　与▶ ［一般］時給940円　［学生］時給920円
時　間▶ 8:00～12:00　※残業なし

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

◆デリカ
給　与▶ ［一般］時給968円　［学生］時給920円
時　間▶ ①7:00～11:00　②8:30～13:00 

※①・②いずれも土日祝のみでも可 
※残業なし　※休憩なし 

勤　務▶週3～4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

今
回
は

部門の
募集ですデリカ 食肉

◆食肉
給　与▶ ［一般］時給927円　［学生］時給920円
時　間▶  ①8:30～13:00（繁忙日は7:40～） 

②7:40～15:30　※②のみ休憩1時間
勤　務▶週3～4日程度

Web応募
はコチラ

恵庭店

33-1122
恵庭市本町210

応募

共通
項目

期　間▶長期　　　
待　遇▶ 食肉②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

まずはお気軽にお電話ください。 27-0911
千歳市北斗
4丁目13-20

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 生活情報紙｢ちゃんと｣の広告・企画 

営業（既存の取引先の訪問及び 
新規開拓）、顧客管理業務（データ入力）  
※月に数回ちゃんとの配布業務有

資　格▶ 要普免、千歳・恵庭市内在住の方、エクセル操作できる方
給　与▶ 月220,000～420,000円　 

※ 基本給150,000円+職務手当（残業10～15h
分含む）70,000円＋業績給

時　間▶ 9:00～18:00（休憩95分） ※月曜日は、若干の残
業があります。（月平均4～15h程度）

休　日▶ 日曜日、隔週土曜日（4週月は2回、5週月は3回）
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、昇給・賞与有（業績によ

る）、車通勤可、試用期間1～3ヶ月位有、敷地内禁煙

営業スタッフ募集正社員 あ
な
た
の「
好
き
」を

活
か
し
ま
せ
ん
か
？

千歳・恵庭 正 営業

期　間▶雇用期間の定め無し
仕　事▶フォークリフト作業、麦芽払出作業など 
資　格▶ 55歳程度（定年60歳の為　※再雇用制

度有）、未経験者歓迎、要普通免許、大型・
大特・フォークリフト免許保持者尚可

給　与▶月給17～23万円
時　間▶   4:00～21:30（実働8h）　※交代制 

※休憩1h、残業なし
休　日▶ 土日、他
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、

制服貸与、昇給年1回、賞与年2回、事務所
内喫煙室有

勤務先▶ サッポロビール(株)北海道工場内

恵庭市戸磯542-1 

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-33-9505
(株)石川トラック運送

募
集正社員

フォークリフト
恵庭 正 フォークリフト作業

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 
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

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！ 交通費全額支給！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!!

※集まり次第終了いたします。

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

ANAクラウンプラザホテル千歳

担当/吉田応募 090-4612-9624
千歳市富丘4丁目1-7北海道エイト株式会社

★面接時、履歴書不要 ★年齢不問

客室清掃スタッフ募集!!

お気軽にお電話ください♪

◆ 客室清掃
給　与▶時給950円～
時　間▶ 基本時間10:00～14:00、 

　　　　14:00～18:00 
※基本時間以外の勤務時間相談可  
※稼働状況により希望者のみ残業有

期　間▶1年毎の更新制
休　日▶シフト制
待　遇▶ 社保完備、交通規定支給、 

制服貸与、館内禁煙
勤務先▶ ANAクラウンプラザホテル千歳 

（千歳市北栄2丁目2-1） ※駐車場無し

丁寧に教えます!

未経験者歓迎！

千歳 ア パ 清掃

〒061-1411恵庭市恵南4-1

調理スタッフさん募集!!
◆厨房（調理）
期　間▶雇用の定めなし
仕　事▶厨房での調理になります
資　格▶ 経験者・有資格者優遇
給　与▶時給940円～
時　間▶ 10:30～21:30の間で5.5h 

（早番・遅番のシフト制）、残業なし
勤　務▶週3～4日程度（土日勤務可能な方）
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、 

勤務後の入浴無料、受動喫煙対策有

［担当］ミズタカ
32-4171

 電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

★土日勤務可能な方歓迎★経験者大歓迎

恵庭 パ 調理


