
2022年11月25日（金） ちゃんと15

期　間▶雇用期間の定めなし
資　格▶ 給食施設及び飲食店厨房勤務経験のある方
給　与▶ 朝食:時給1,200円　夕食:時給1,100円
時　間▶ 6:00～10:00、16:00～20:30 

※休憩、残業なし　※応相談
休　日▶ 日曜日、大学の休日　※夏季・冬季休み有
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、館内全面禁煙
勤務先▶ 千歳科学技術大学指定学生会館シェルブルー千歳 

千歳市北栄1丁目1-39

札幌市北区北8条西6丁目2-20 
新和ビル(株)エステートシンワ

応募 0123-40-8700

学生寮の食堂での 
お仕事です！ 1,100～1,200円

時 給 パート
千歳 パ 調理 千歳 ア パ 販売・商品管理

期　間▶1年毎の更新制　※長期
時　間▶ 8:00～13:00、13:00～17:00
給　与▶ 時給940円
勤　務▶ 週2～6日　※応相談
待　遇▶  制服貸与、車通勤可、深夜割増有、 

社保・雇保完備、正社員登用の途有、 
店内禁煙、福利厚生制度有 
（飲食店・カラオケ店等の特別割引優遇）
まずはお気軽にお電話ください。

担当/井上応募 26-2096
セブンイレブン千歳北栄店
㈱いのうえ 千歳市北栄2丁目24-5

学生さんから主婦（夫）さんまで

幅広く募集中！

千歳 ア パ 店内業務全般

千歳市北栄2丁目31-10 小僧寿し 北栄店 

まずはお気軽にお電話ください。

0123-24-8066 担当/宮内・宮崎 

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ お寿司の製造・販売
資　格▶ 未経験者歓迎、高校生、大学生、専門学校生可
給　与▶ 時給930円～
時　間▶ 17:00～20:00、土日祝/15:00～20:00
勤　務▶週3～4日 ※時間応相談 ※残業なし
待　遇▶車通勤可、制服貸与、施設内禁煙

◇店舗スタッフ

スタッフ募集
未経験者歓迎です!!

千歳 ア パ 店舗スタッフ

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

担当/
スズキ0123-22-1090

問合せだけでもOK、まずはお電話ください。

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶ 清掃
給　与▶ 時給930円
時　間▶  7:30～16:00 

（実働7.5h）※休憩1h
休　日▶ 土日祝・年末年始、他学校閉庁日 

※ 一部土・日・祝日に学校行事があ
る際は、出勤の場合があります。

待　遇▶ 社会保険対応、 
交通費規定支給、敷地内禁煙

勤務先▶ 北陽小学校

清掃員さん募集!
千歳 契 小学校清掃員

〈正社員〉 貸切バス乗務員

〈正社員〉 エコバス乗務員 女性も
活躍
できる♪

仕　事▶ 市内循環バスの運転業務 
（マイクロバス以上のバスを使用）

時　間▶ 6:30～20:00の間で早番・遅番有（実働8h） 
※休憩1h、残業有

勤　務▶シフト制
給　与▶ 基本給174,000円 ※他、無事故手当10,000円、 

深夜手当200～1,500円、時間外15,800～
74,500円 〈月収例〉220,000～260,000円 
※月収例は一例で保証するものではありません。

資　格▶大型二種

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭市住吉町
2丁目1-3富士交通㈱
担当/金田一0123-33-6271

期　間▶ 雇用期間の定めなし（65歳から1年毎の更新制）
待　遇▶ 社保完備、試用期間3ヶ月有、喫煙所有

《共通項目》

恵庭 正 バス乗務員

仕　事▶ 貸切バスでツアーや送迎の運転業務
時　間▶7:00～18:00（実働8h）※早出、残業有
勤　務▶シフト制
給　与▶ 基本給200,000円　※他無事故手当10,000

円、時間外手当別途支給 〈月収例〉大型バス乗務員
/260,000～300,000円 
※月収例は一例で保証するものではありません。

資　格▶大型二種、中型二種 6ヶ月以上の長期勤務者は
6月・12月に一時金支給!!

時　間▶ 7:30～22:00（実働8h～応相談）
給　与▶ 時給1,130円～
資　格▶ 要大型免許、未経験者歓迎  

※70歳定年雇用止め 
★これからも長く働きたい方大歓迎!!

勤　務▶週4日～応相談

仕　事▶新千歳空港店カウンターでの受付業務
時　間▶ 8:00～21:00の間で実働4h～（6h以上勤務で休憩1h）

※残業有 ※冬季営業時間変更有
給　与▶ 時給1,010円～（試用期間/時給1,000円）
資　格▶要普免、英会話出来る方歓迎、未経験者歓迎
勤　務▶週2日～応相談
《共通項目》
期　間▶即日～雇用期間の定めなし
待　遇▶交通費全額支給、社保完備、敷地内全面禁煙

27-4123応 募

千歳市柏台南2丁目2番5新千歳空港店

◆ カウンタースタッフ

交通費
全額支給

短期・長期どちらもOK 時間・日数応相談
◆ 送迎バスのドライバー（大型免許保持者）

【受付/9～18時】担当/松井
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千歳 パ 送迎バスドライバー、カウンタースタッフ

事業許可番号/労働者派遣事業 
派 13-010538有料職業紹介13-ユ-010554

千歳市幸町6丁目18-3 
千歳駅前ビル2Fランスタッド株式会社 千歳支店

（受付時間/9:00～18:00）

050-1744-6601

カトラリー類のセット
仕　事▶ お弁当用スプーン・フォーク・ソース・

ケチャップ等をトレーに並べます。
時　間▶ 5:00～14:00（実働8h) ※休憩1h

おかずやフルーツの盛り付け
仕　事▶ 見本の写真を見ながら、食材をカップ

等の容器に詰めていきます。
時　間▶ 5:00～14:00（実働8h） ※休憩1h

【共通項目】
期　間▶ 即日～長期（3ヶ月以上）
給　与▶ 時給1,300円
休　日▶ 週休2日制（シフト制）
待　遇▶ 各種社会保険完備、交通費規定支給、

屋内禁煙（喫煙所有）、無料駐車場完備、 
千歳市内無料送迎有（エリアによる） 
※詳細は面談にてお伝えします

勤務先▶新千歳空港近郊

ごはんの盛り付け
仕　事▶ ごはんを温め、 

決まった分量を盛り付けます。
時　間▶ 5:00～9:00（実働4h）

早朝勤務のメリットたくさん!
千歳 契 カトラリーセット、盛り付け

WEB応募は24時間受付中!
詳しくはお電話・HPにて
他の時間帯でも募集あり

・14時定時という新しいカタチ
・朝活で健康的に◎
・通勤ラッシュにサヨナラ

時給1,300円

期　間▶ 短期（12月 ※応相談 ～翌1月20日まで） ※10名程度 
※長期契約への契約延長実績あり

仕　事▶ 主に以下のような自治体のふるさと納税に関するお仕事
をサポートする事務センタースタッフを募集しています。 
■フロント対応業務 
　・各種お問い合わせの対応業務スタッフ 
　  （メール、電話両方あり） 
　・お礼品事業者への受発注業務スタッフ 
　・その他、一般事務業務スタッフ 
■オペレーション業務　 
　・事務所到着書類の整理、書類印刷業務スタッフ 
　・お礼品情報の登録、運用業務スタッフ 
　※面接内容を踏まえ決定いたします。

資　格▶ 学歴不問、主婦（夫）歓迎、未経験者歓迎、パソコン操作やブ
ログなどを使ったことのある方 
■フロント対応業務 
　・メール、電話対応できる方歓迎

給　与▶時給1,000円 
時　間▶ 8:30～17:30（実働8h ※応相談） 

※休憩1h ※残業なし
勤　務▶  週5日 （※応相談）　　　休　日▶ 土日祝
待　遇▶ 各種社会保険完備、交通費規定支給、有給休暇、 

マイカー通勤可（一定条件有）、敷地内禁煙
勤務先▶ 恵庭市京町56-1 MY恵庭ビル5階（恵庭市役所の近く）

面接日当日に写真付き履歴書をご提出頂くほか、応募にあたり、 
個人情報の収集同意書へサインを頂いております。
【個人情報の収集同意書】下記URLからご確認頂けます。
https://www.ccs1981.jp/careers/img/ccs_recruit_personal_info.pdf

メールもしくはお電話でご連絡ください! 
面接は勤務先（恵庭）で行います。

応 
募

011-700-5588（札幌支社）
saiyo@ccs1981.jp

恵庭市京町56-1 MY恵庭ビル5階 https://www.ccs1981.jp/

中央コンピューターサービス㈱ 
恵庭ビジネスデザインセンター

自治体の『ふるさと納税』に係る業務を
サポートするお仕事です！
皆様のお力で地域を全力サポート!!

事務センター
短期

スタッフ
増員募集!!
専門知識は不要です!!
未経験者歓迎!!

恵庭 契 一般事務業務

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

＼仕事探すなら／

5日間
❶12/26～30 

★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

勤務期間はこちら↓からお選びください!!

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！

募集終了
しました

恵庭 ア 食品製造スタッフ


