
2022年11月25日（金）ちゃんと 12

北海道東急ビルマネジメント㈱
千歳・苫小牧営業所

〒066-0027 千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F

0123-22-1090

勤務先▶安平町
仕　事▶ スクールバス運転手
資　格▶ 大型一種免許（二種なお可）
給　与▶月給160,000円
時　間▶ 6:30～19:00(8h) ※残業月10h程度
勤　務▶週5日
期　間▶1年毎の更新制
休　日▶ 土・日曜、祝日、年末年始、 

夏休み、冬休み（休校日）
待　遇▶ 雇用・労災保険、厚生年金、健康保険、車

通勤の交通費規定支給、敷地内喫煙所有
電話連絡の上、後日面接を行います。【平日／9～18時】

急募!!
子供たちを送り迎えする、
運転手さんを募集しています。

安平 契 スクールバス運転手

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

仕　事▶ビール樽の検査
時　間▶ 8:00～15:00、15:00～21:00  

※休憩1h、残業なし
給　与▶時給1,015円
勤　務▶月15日程度　※変動有
勤務先▶恵庭市戸磯

0120-095-350
当社HPお問合せフォーム
からも応募できます。

https://speed-hokkaido.jp/

スピード北海道株式会社

仕　事▶ 調理
資　格▶  調理師免許保持者、 

調理経験1年以上（ジャンル問わず）
時　間▶ 8:30～17:00　 

※休憩1h、残業なし
給　与▶時給1,500円
勤　務▶ 4週8休（シフト制）
勤務先▶ 苫小牧市美沢（新千歳空港より車で15分）

正社員登用予定

仕　事▶外観検査及び事務作業
時　間▶ 8:30～17:00　 

※休憩1.25h、残業月10h程度
給　与▶時給1,300円
休　日▶土日、他
勤務先▶恵庭市戸磯

期　間▶3ヶ月更新
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

扶養内OK!!急 募！

共通
項目

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

函館市新川町1-24  R4TM新川町 5F

恵庭・その他 派 検査、事務、調理師

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、昇給有、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

正社員登用制度有

新千歳空港/千歳市美々 （正社員）

カンセイ/千歳市流通 （パート）
千歳市内/東雲町官庁 （水道局）季節短期
除雪作業（手作業）

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶日常清掃（床、トイレ等）
資　格▶公共交通機関による通勤が出来る方
給　与▶月給159,500円～
時　間▶7:00～16:00　※実働8h、休憩1h
休　日▶週休2日
待　遇▶社会保険完備、賞与有、制服貸与、交通費規定支給

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶日常清掃（床、トイレ等）　　資　格▶車通勤可能な方
給　与▶時給920円
時　間▶13:00～16:00　※実働3h、休憩・残業なし
勤　務▶火・金　週2日
待　遇▶制服貸与、交通費規定支給

期　間▶12月中旬～翌3月末まで
仕　事▶手作業にて、除雪業務
給　与▶ 時給1,500円（交通費含む）
時　間▶ 5:00～10:00 

※積雪量による

千歳市美々新千歳空港内ターミナル アネックスビル1階
東京美装北海道 ㈱千歳支店 応

募
0123-24-3771平日

090-9753-1547土日

千歳 正 パ 清掃パ 除雪作業

期　間▶ 12/21（水）～12/23（金） ※12/19～12/24も来られる方歓迎
資　格▶ 18歳以上（高校生不可）、未経験者大歓迎、長時間の立ち仕事に支障がない方
給　与▶ 時給1,100円（22～翌5時は時給1,375円）
時　間▶ 2021年の実績を目安にしてください。 ※上記表参照
待　遇▶ 恵庭市内送迎バス有、交通費規定額別途支給、制服・作業靴等貸与、無料駐車場完備、分煙（休憩室に喫煙スペース有）

恵庭市恵南1番地
〒061-1411㈱ロバパン恵庭

工場32-4346 受付/月～金 8:30～17:30 
担当/やまだ・うえだ

★昨年の経験者は面接不要です。  
★ 定員に達したら締切りますので、 
例年お越しの方もお早めに 
お申し込みください。

ケーキ製造全般補助 
12/21水▶12/23金

新型コロナウイルス感染症対策を 
実施しております。

皆勤特別手当!!

3,000円
時
給 円

学生さん、お友達同士、親子でもたくさんのご応募お待ちしています。

お
仕
事
の
内
容
は 

◀
コ
チ
ラ
か
ら

▼2021年実績につき変動有

12/22 17:30～翌5:00

Xmas 

毎年人気!! 短期アルバイト

1,100
TELか応募フォームより 
ご応募ください。 
面接日時をお知らせします。
Zoom面接も実施します 
｢Q人ナビ11/25号を見た｣とお電話ください！

▶
応
募
は

コ
チ
ラ
か
ら

12/29㈭に銀行口座へ振り込み予定!

恵庭市内の方はご自宅近くまで送迎あり!!（他の地域の方はご相談ください。）

短期アルバイト
最終
募集

2日間

超超短期 12/21 20:30～翌8:45

ロバパン

2日間
皆勤で

恵庭 ア 製造

お仕事
ファイル

体力

料理好き度

コミュニケーション能力

料理人・調理師
飲食店や食堂にて料理を作る職業。料理人は資格がなくても名乗ることが
できるが、調理師は調理師免許が必要になります。

●調理師免許
あったら
いいかも
資格

あったら
いいかも
スキル

「
お
い
し
い
」の
一
言
が

嬉
し
い
！

【飲食】仕事に入る前に、お互いの様子を確認
し合うこと。きちんと洗濯されたきれいなユニ
フォームを身につけているか、ボタンなどをしっ
かり留めているか、だらしなくしていないか、髪
の毛はまとめるか帽子の中に入れているか、爪は
短く切っているか等…身だしなみは大切です。

身だしなみ
チェック

知ってるようで、
 知らない

期　間▶表参照　 仕　事▶店内業務    
時　間▶表参照　 給　与▶表参照 
待　遇▶ 制服貸与、マイカー通勤可 

（原付・バイク不可）、施設内禁煙

共通
項目

年末臨時アルバイト

学生さん大歓迎!! Web応募
はコチラ

［応募］ご希望の店舗に電話連絡の上、履歴書をお持ちください。（担当/店長）

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32

まだまだ募集中!!ご応募はお早めに～

水産（刺身のつま盛
りや寿司の製造等） 12/31 7:00～13:00

（休憩30分）
時給 

1,200円 18名募集

さかなやの寿司 12/30 0：00～7：00 
（休憩45分）

時給 
1,600円

17名募集
高校生不可

【水産】寿司製造 12/31

5:00～14:00
（休憩1時間） 時給 

1,200円

25名募集

13:00～17:00 5名募集

さしみ製造 12/30 3：00～7：00 時給 
1,600円

5名募集
高校生不可

水産製造補助 即日～
12/31 8:00～13:00 時給 

1,200円 2名募集

オードブル製造

12/23、
24、25 8:00～12:00 時給 

1,200円 1名募集

12/30 1:00～5:00 時給 
1,600円

10名募集
高校生不可

デリカ寿司製造 12/31 6:00～15:00
（休憩1時間）

時給 
1,200円 15名募集

品出しや
パック詰め作業、
製造のお手伝い

即日～
12/31 8:30～13:00 時給 

1,200円 3名募集

12/30・
12/31

8:00～16:00
（休憩1時間）

時給 
1,200円 2名募集

刺身盛り
（経験者のみ）

12/20～12/29
8:30～12:30
12/30
7：00～16：00
12/31
5：00～14：00
1/2～1/5
7：00～12：00

時給 
1,500円

（学生/時給
1,100円）

1名募集

刺身・つま盛り 
品出し 12/31 6：00～11：00 時給 

1,000円 2名募集

オードブル製造 12/31 5：00～8：00 時給 
1,100円 6名募集

26-6660

千歳市日の出1丁目1-66
千歳店

応募

応募

23-7667

千歳市勇舞8丁目1-1
長都店

恵庭店 恵庭市本町210

33-1122
応募

店 舗 仕 事 期 間 時 間 給 与 備 考

千歳・恵庭 ア パ 店内業務


