
2022年12月2日（金） ちゃんと13

★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。
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◀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

まずはお気軽にお電話ください！

千歳市北斗4丁目13番20号  0123-27-0911
■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

千歳・恵庭 委 配布員

【代理】配布員さん
急募!!

仕　事▶ 生活情報紙「ちゃんと」を、会社が
指定する地域に配布してもらうお
仕事です。 
※業務委託となります 
毎週木・金の2日間で500部程度
の配布をお願いします。

資　格▶ 年齢不問、自家用車をお持ちの方、
健康でまじめな方

勤　務▶ 毎週木・金曜の2日間で都合
の良い時間

給　与▶ 週給6,500円
時　間▶ 木曜/5:00～19:00、 

金曜/5:00～18:00 
上記時間の間で5～6h程度 
※ 状況により時間が変動する 
可能性がございます。

6,500円!!
500部配布で

期　間▶【正】雇用期間定めなし 【契・ア】有期雇用契約１年毎に更新（期間延長の場合有り）
仕　事▶ 新千歳空港近くのパーキング店で店舗⇔空港間のお客様の送迎をしていただくお仕事

です。（マイクロバス乗員20名程度の運転）
資　格▶ 大型もしくは中型限定解除免許 ★元自衛隊や元トラックドライバーも活躍中!!
時　間▶ 早番/5:50～13:50 遅番/13:50～21:50 ※休憩75分遅番は1～2時間程度の残業があります。
給　与▶ 【正・契】月給180,000～250,000円 【ア】 時給920円～
休　日▶  【正・契】シフト制 （月/5日+入社後半年は希望日に長期休暇取得可能） 【ア】自己申告制
勤　務▶【ア】週1日～ ※平日のみ･土日のみ、早番・遅番のみOK
待　遇▶ 各社保険完備（勤務時間により支給）、固定残業代要相談、交通費（要相談）、受動喫煙対策有り
勤務先▶苫小牧市美沢185-31（新千歳空港から車で約3分）

送迎ドライバー急募‼あなたに合った働き方がココに!!

★まずはお気軽にお電話ください！

080-2860-0248 担当/野田【履歴書応募先】〒053-0054 苫小牧市明野新町2-23-23 ㈱ I.D.M.ノースランド
新千歳空港イツモパーキング

未経験者
大歓迎‼

苫小牧 正 契 ア 送迎ドライバー

精算や受付案内をすることはありませんので接客が苦手な人でも安心して働けます！

応募者は全員面談します。（書類選考なし） 普段着で面接OKです！事前見学もOK！

有給取得率ほぼ100％ !! 事前申告で希望休みOK!!

週１回～OK! 平日のみ、土日のみ、早番遅番のみOK!

正社員・契約社員

アルバイト

期　間▶ 正/雇用期間の定めなし 
契・パ/3ヶ月毎の更新

仕　事▶ 新千歳空港での機体監視業務、 
旅客監視業務、貨物施設監視業務

給　与▶ 正・契/月給160,000円 
※諸手当、残業手当別途支給　 
パ/ 時給920円  
※試用期間3ヶ月/同条件

時　間▶ ①7:00～16:00(実働5.5h)　 
②8:00～21:00(実働10h)　 
③13:00～21:45(実働7h)　 
※シフト制 1ヶ月単位の変形労働時間制
※休憩有（時間による)　 
※残業月10～20h程度

★ 交通費最大10万円支給!!
★ 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

資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇、高校生不可
休　日▶月8日程度　 
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給(最大10万

円)、送迎有、制服貸与、賞与年2回、入社
後30時間（約4日)座学研修有、受動喫煙
対策有 

勤務先▶新千歳空港国内線

千歳 正 契 パ 警備

株式会社エフビーエス
〒061-1411　恵庭市恵南1番地恵庭工場  34-6866

まずはお気軽にお電話ください。

受付/9～17時 担当/石橋

機械オペレーター募集!

《共通項目》
期　間▶即日～長期
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
休　日▶ 土日 ※他工場指定の休日有
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、正社員登用制
度有、喫煙ブース有（それ以外は禁煙）

②機械オペレーター  
★未経験者OK（機械操作をしてパンを成型します）
時　間▶ 9:00～18:00 

※休憩有、残業月/0～15h（応相談）
給　与▶ 時給970円 

※試用期間3ヶ月/時給920円

①製造スタッフ ★4時間～OK!
時　間▶ 6:00～翌3:00の間で応相談 ※4h～可 

※6h以上で休憩有、残業月/0～15h（応相談）
給　与▶ 時給920円 

※22:00～翌5:00/時給1,150円

セブン-イレブン・ジャパン向けの
パン生地製造をしている会社です。

★土日お休み! 
★昇給有!（人事考課による） 
★正社員登用制度有!

パン製造スタッフ（ライン作業）
恵庭 パ 製造スタッフ、機械オペレーター

仕　事▶ 手作業による除排雪業務、イベント会場設営の補助
給　与▶ 時給1,500円
時　間▶ 8:30～16:00
期　間▶ 令和5年 

1月23日～2月17日（予定）
休　日▶ 土日祝
待　遇▶ 労災保険、車通勤可、交通費補助
勤務先▶ 千歳市内全域
資　格▶ 千歳市内に居住する方、季節的業務に 

従事されていた方、年齢不問

千歳市上長都4番地5

まずはお気軽にお電話ください！
その後写真付履歴書をお持ちください。 25-6900

歩道除排雪業務作業員の募集です !

千歳市環境整備事業協同組合

初めての方大歓迎！
急募‼体力に自信のある方

短期
1ヶ月間
土日祝休み!!

千歳 臨 除排雪作業員

《共通項目》
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
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

仕　事▶ 北海道のTV局やスポーツチーム、ゆるキャラなど
のグッズを取り扱うお店でのレジ、商品補充、陳
列、接客など

時　間▶ 9:30～19:30の間で実働5～7hシフト制 
例/①9:30～17:30　②11:30～19:30など

勤務先▶キャラクタースポット

仕　事▶ 北海道のクラフト雑貨、コスメ、革製品を取り扱う
お店でのレジ、商品補充、陳列、接客など

時　間▶ 7:30～20:00の間で実働5～7hシフト制 
例/①7:30～15:30　②10:30～18:30 
　③12:00～20:00など

勤務先▶クラフトスタジオ

千歳市美々987番地22北海道空港 株式会社担当
影山

まずはお気軽に
お電話ください。 0123-46-5118

空港おみやげ店スタッフ募集!!
千歳 パ 店内業務

(株)東洋実業 恵庭営業所
恵庭市黄金中央1丁目13-11  クレール黄金1F

応募 ［担当］
採用係

期　間▶長期
仕　事▶施設警備業務
時　間▶ 7:00～12:30、12:30～18:00 

※実働5.5h、残業なし
給　与▶ 時給920円 

※月収例/13日出勤で65,780円
休　日▶日　※月13日程度の勤務
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、 

車通勤可、施設内分煙
勤務先▶ 日本高圧コンクリート(株)千歳工場 

（千歳市北信濃854）

施設警備募集!

33-8225

千歳 パ 警備

期　間▶長期
仕　事▶ 厩舎、牧場内の清掃等の作業。 

馬に直接触れることはありません。
給　与▶ 時給1,000～1,200円
資　格▶ 未経験歓迎、性別不問、自力通勤可能な方、 

定年雇い止めのため60歳までの方 
※希望により継続雇用可能（65歳まで）

時　間▶ ①8:00～11:30 ②7:00～11:30 
③6:00～11:30 ④8:00～17:00（休憩1h）  
※選択可、残業なし　　　

勤　務▶ 週5～6日
待　遇▶   労働時間により社保完備、 

交通費規定支給、受動喫煙対策有

勇払郡安平町早来富岡72

安定して働けます！1,000～1,200円!!高時給

田口トレーニングファーム

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。

0145-22-3963 受付/9～17時

トラクター
タイヤショベル
乗れる方歓迎 !

長期で
安平 ア パ 牧場内作業

給　与▶ ［一般］時給940円　［学生］時給920円
時　間▶ 8:00～12:00　※休憩なし
勤　務▶週3～4日程度

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 給　与▶ ［一般］時給968円　［学生］時給920円

時　間▶ ①7:00～11:00　②8:30～13:00　※休憩なし 
※①・②いずれも土日祝のみでも可

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
給　与▶ ［一般］時給947円　［学生］時給920円
時　間▶17:00～20:30　※休憩なし 
勤　務▶週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　　　仕　事▶デリカ製造、品出しなど
待　遇▶ 制服付与、交通費規定支給、車通勤可、施設内禁煙

㈱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

給　与▶ ［一般］時給941円　［学生］時給920円
時　間▶ 7:30～15:00　※休憩なし

39-7777応募

島松店
恵庭市島松旭町1丁目1-1 Web応募

はコチラ

1名募集

2名募集

2名募集

3名募集

千歳・恵庭 ア パ デリカ

新千歳空港の除雪作業員
期　間▶12月～翌3月
仕　事▶ 新千歳空港駐車場内にて、車の間の除雪

（手作業で行います。）　※現場へは、送迎
車でまとまって出勤します。（応相談）

資　格▶ 未経験者歓迎、シルバー世代歓迎
給　与▶時給1,430円
時　間▶  24hの間で4～8h、降雪状況による 

※休憩1h、降雪状況により延長の可能性有
勤　務▶ 降雪状況による　※降雪があり、人力除雪

が必要と判断した際に勤務発生
待　遇▶ 送迎有、敷地内禁煙
勤務先▶新千歳空港駐車場

千歳市末広7丁目1番14号

まずはお気軽にお電話ください。

0123-24-0585
株式会社　大淵造園土木

受付/10～17時
担当/和田

短期!
WワークOK

千歳 ア 除雪作業

＼仕事探すなら／

み
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〒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▶雇用期間の定めなし
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


