
2023 年 1 月 20 日（金） ちゃんと9

期　間▶︎一年毎の更新
仕　事▶︎スーパーの店舗内清掃
給　与▶︎�時給950円　　勤　務▶︎�週2〜4日程度
時　間▶︎�平日/7:30〜10:00�

土・日・祝/6:30〜9:00�※残業なし
�待　遇▶︎�交通費規定支給、車通勤可、�

制服貸与、有給休暇有、受動喫煙対策有
勤務先▶︎�恵庭市恵み野里美2丁目（JR恵み野駅西側）

清掃スタッフ 募集！清掃スタッフ 募集！

二幸産業 〒060-0031
札幌市中央区北1条東2丁目
5-2札幌泉第１ビル

まずはお電話ください。面接は勤務先で行います。

北海道支社

株式
会社

朝の2.5hを有効活用! 週2日～OK Wワークも可

シニア世代も歓迎シニア世代も歓迎勤務日ご相談ください勤務日ご相談ください

011-241-2580 担当/畠山

恵庭 パ 清掃

期　間▶︎雇用期間の定めなし
仕　事▶︎�プリントの採点、指導の補助、他
資　格▶︎�未経験者歓迎
給　与▶︎時給920円
時　間▶︎��14:00〜19:00の間で実働2h程度〜��

※応相談�※残業なし
勤　務▶︎�月・木
待　遇▶︎�車通勤可、館内禁煙

千歳市みどり台南3丁目14-19�みどり会館内

まずはお気軽にお電話ください！

090-1381-7188
公文式 みどり台教室

受付/10〜17時
担当/川口

子ども好きな方大歓迎！

千歳 パ 採点スタッフ

期　間▶︎6ヶ月毎の更新有
仕　事▶︎�駐車場管理業務、駐車場⇔空港間の送迎業務
資　格▶︎�要普通免許、自力通勤可能な方
給　与▶︎時給950円〜 ※能力に応じて昇給有
時　間▶︎��6:00〜17:00の間で実働5〜6h�

※休憩有、繁忙期のみ10h程度の残業有
勤　務▶︎�週3〜4日
待　遇▶︎�社保完備（勤務成績等により考慮）、雇用・労災保

険、交通費規定支給、車通勤可、敷地内喫煙所有

千歳市美々1292-206

0123-23-1111
サンパーキング(株)さいたさいた

駐車場管理・駐車場管理・ドライバードライバー
募募
集集

\ 女性ドライバーも歓迎 /

「協調性」や「やりがい」を大切にしている職場です

千歳 ア パ 駐車場管理、ドライバー

期　間▶︎即日〜雇用期間の定め無し
資　格▶︎�パソコンの基本的な操作ができる方、�

コールセンター経験者優遇
給　与▶︎�時給980円 （試用期間3ヶ月/時給950円） 

※スキルに応じてアップ有
時　間▶︎①9:00〜13:00�②9:00〜17:00�※シフト希望対応
勤　務▶︎①月〜金曜日�②週3〜5日　　休　日▶︎�土日祝�
待　遇▶︎�雇用保険、労災保険、車通勤可、�

交通費規定支給、社保有、館内喫煙ブース有

楽天市場・Yahoo!ストア・自社サイトなどのネットショップ
の受注業務。主に取引先のお客様とのメール及び電話対応。

仕事内容

株式会社

アドバンス
恵庭市恵み野北3丁目1-1�
恵庭RBPセンタービルE306
http://www.ec-advance.jp

21-8891【受付/10〜16時】�担当/末岡応募

新事業スタッフ増員の為急募!!
ネットショップ･プログラミングに興味が
ある方にオススメ！お仕事しながら学べます！

勤務
日数
相談可

恵庭 パ 受注業務

恵庭

ハードオフ恵庭店

【受付/10〜18時】

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

39-3370

◆パート･アルバイト
期　間▶︎即日〜長期
資　格▶︎�未経験者歓迎、高校生不可、�

土日勤務できる方歓迎
給　与▶︎�時給925〜1,185円  

※研修期間3ヶ月程度/時給920円
勤　務▶︎週3〜5日程度
仕　事▶︎�販売・買取業務全般
時　間▶︎��9:15〜20:15の間で実働4〜8h程度

（シフト制）�※応相談�
待　遇▶︎�各社保完備（勤務時間による）、昇給有、

交通費規定支給、車通勤可、社員登用制
度有、店内禁煙

リサイクルショップ
 スタッフ募集

大歓迎!!大歓迎!!

楽器・オーディオ・ 楽器・オーディオ・ 
PC好きの方…PC好きの方…

未経験者未経験者
OK！OK！

ア パ リサイクルショップ店内業務

恵庭市黄金南
7丁目18-1

〒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▶︎週3〜4日
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

配車係配車係
募 集募 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

《共通項目》
期　間▶︎�雇用期間の定めなし
休　日▶︎�正/4週6休�

※土日祝日は交代で休み、事前申請で希望日は添えます。
待　遇▶︎�各社保険完備（勤務時間による）、交通費規定支給、

昇給有、賞与有（年2回）、子供手当（1人1万円/2人
分まで）制服貸与、車通勤可・駐車場完備、社員割引
有（食事無料提供）、受動喫煙対策有

仕　事▶︎�フードコートにてラーメン調理、商品受け渡し、会計・
接客・洗い物等、店内業務全般（テーブル・トイレ掃除、
呼び込みなし）

資　格▶︎�正/未経験歓迎、飲食での業務・調理経験者歓迎�
ア・パ/�未経験者歓迎、学生・留学生歓迎、ブランクの

ある方OK、ＷワークOK、扶養内OK、調理師
免許あれば尚可

給　与▶︎�正/月給209,400円〜 
調理師免許有/月給220,000円〜（固定残業手当を含む） 
※固定残業30ｈ/34,400円、残業が30h 
　下回っても支給、超過分は追加支給 
ア・パ/時給1,000円〜

時　間▶︎�正/早番9:00〜18:00　遅番11:00〜20:00�
ア・パ/10:00〜21:00の間で4〜8h�
　　　10:00〜15:00、17:00〜21:00�
※時間は柔軟に対応いたします。　※残業なし

担当/楠瀬

（店舗）
090-1486-3315
0123-46-2866 千歳市美々新千歳空港国内線ゲート内2F

富川製麵所　新千歳空港店

富良野の「PR大使」になりませんか？富良野の「PR大使」になりませんか？
国内線ゲート内のお仕事！国内線ゲート内のお仕事！

まずはお気軽に
お問い合わせ
ください。

千歳 正 ア パ 店内業務スタッフ

26-5300

Wワーク
OK

【正職員】介護スタッフ

パート　　介護スタッフ （常勤）

明るい笑顔のスタッフ募集!!
笑顔笑顔のの郷郷 憩憩のの郷郷

いこいいこいえがおえがお

小規模多機能型
事業所

いこい

憩の郷
さと

認知症対応型
共同生活介護事業

グループホーム

笑顔の郷 〒066-0073
千歳市北斗4丁目5番6号

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちいただくかご郵送ください。

期　間▶︎雇用期間の定めなし
待　遇▶︎�社会保険、昇給有（年1回）、賞与有（年2回）、雇用

保険、交通費規定支給

資　格▶︎�無資格OK、ブランクがある方も歓迎、土日勤務で
きる方歓迎、介護職員のみ介護職員初任者研修修了
（旧ヘルパー2級）あれば尚可

時　間▶︎16:30〜翌9:30�
勤　務▶︎週2日�※応相談
給　与▶︎�夜勤1回16,500円（夜勤手当含む）

資　格▶︎�無資格OK、ブランクがある方も歓迎、土日勤務で
きる方歓迎、介護職員のみ介護職員初任者研修修了
（旧ヘルパー2級）あれば尚可

時　間▶︎�9:00〜19:00の間で8h
勤　務▶︎�週3〜5日
給　与▶︎�時給920円〜 ※試用期間3ヶ月/時給920円 

※資格手当・夜勤手当別途支給 ※年2回賞与有
資　格▶︎介護福祉士
時　間▶︎�①7:00〜19:00の間で8h�

②16:30〜翌9:30（夜勤）
勤　務▶︎�シフト制
給　与▶︎�月186,000円〜（資格手当･夜勤4回分含む） 

※試用期間3ヶ月有/月163,000円

パート　　夜勤専属スタッフ

共通項目

千歳 正 パ 介護スタッフパ 夜勤専属スタッフ

あなたの優しさを
お待ちしております

仕　事▶︎�朝食の盛り付け、補助、配膳等
時　間▶︎�5:00〜10:00の間で実働3h〜　※残業なし
給　与▶︎時給1,000円〜
勤　務▶︎�週2〜3日�※応相談
勤務先▶︎千歳第一ホテル、クイーンズホテル

朝食スタッフ

仕　事▶︎�ベッドメイキング
時　間▶︎�9:30〜15:30　�

※実働5.25h　※残業なし
給　与▶︎�時給920円〜　※経験者優遇　 

※土日祝手当500円/1日
勤　務▶︎週3日〜　※応相談
勤務先▶︎�千歳第一ホテル

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

 0123-27-2000
千歳第一ホテル 千歳市幸町4丁目25-1

期　間▶︎雇用期間の定めなし
待　遇▶︎�交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、�

喫煙スペースなし（喫煙可能な客室有）

共通
項目

扶養内OK扶養内OK

学生・シニアも歓迎学生・シニアも歓迎

ベッドメイク

未経験者未経験者でもでも大丈夫!大丈夫!
千歳 ア パ ベッドメイク、朝食スタッフ

期　間▶︎即日〜長期
時　間▶︎�5:00〜19:30の間で�

3.5h〜5.5hのシフト制�
※休憩、残業なし

給　与▶︎時給950円〜
勤　務▶︎週3〜5日
勤務先▶︎�jikeiれすとらんMEGUMINO/�

恵庭市恵み野西5丁目3-1

年齢・性別不問！年齢・性別不問！
施設・レストランの調理業務

期　間▶︎即日〜長期
時　間▶︎�①6:30〜9:30�②16:00〜19:00�

③16:00〜20:30��
※いずれも休憩、残業なし

給　与▶︎時給950円〜
休　日▶︎�日曜・祝日、他シフトによる��

※春・夏・冬休み有
勤務先▶︎�恵庭ハイム/恵庭市恵み野西6-17-5�

若草ハイム/恵み野北3丁目1-4
まずはお電話
ください。

ジケイ・スペース株式会社
0123-36-2271

恵庭市
恵み野西2-2-11

待　遇▶︎�交通費規定支給、有給休暇有、�
全館禁煙、車通勤可

共通項目

年齢・性別不問!年齢・性別不問!
学生寮での調理業務

恵庭 パ 調理

期　間▶︎3〜7月�※9月までの延長OK
時　間▶︎�(a)8:00〜17:00（フルタイム）�

(b)9:00〜15:00（1日5h以上）�
(c)9:00〜13:00�
※1日3h以上〜で勤務時間ご相談ください。�
※残業/月平均5h程度

給　与▶︎�(a)時給975円 (b)時給950円 (c)時給925円

❷ガーデンショップスタッフ

期　間▶︎3〜7月
時　間▶︎�9:00〜17:00�※残業/月平均5h程度
給　与▶︎�時給930円

❸カフェスタッフ ★土日祝勤務できる方

《共通項目》
勤　務▶︎�週2日〜応相談�★平日のみ、土日のみもOK
待　遇▶︎�交通費規定支給、受動喫煙対策有、�

［②③］時間外作業は25〜60%割増�

❶ガーデニング作業

期　間▶︎3〜6月�※9月までの延長OK
時　間▶︎�(a)8:00〜17:00（フルタイム）�

(b)9:00〜15:00（1日5h以上）�
(c)9:00〜13:00�
※1日3h以上〜で勤務時間ご相談ください。�
※残業/月平均5h程度

給　与▶︎�(a)時給975円 (b)時給950円 (c)時給925円

4月からのスタートも選べます！

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
ご希望の面接日時をお知らせください。随時面接します。

36-8050 【受付/月〜金�9〜17時】

http://www.sungarden-web.com/
株式会社サンガーデン 恵庭市西島松561-4

スタッフ募集スタッフ募集
サンガーデンサンガーデン株式会社株式会社

恵庭 ア パ ガーデニング作業、ガーデンショップスタッフ、カフェスタッフ

春・夏休み、参観日、習い事等、春・夏休み、参観日、習い事等、
お子様の学校行事に合わせた働き方お子様の学校行事に合わせた働き方ができます！ができます！

期　間▶︎長期
待　遇▶︎�社会保険なし、制服付与、�

交通費規定支給、車通勤可、施設内禁煙

札幌市中央区南13条西11丁目2-32㈱ラルズ
[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

26-6660
千歳市日の出1丁目1-66

千歳店

応募

Web応募
はコチラ

給　与▶︎�［一般］時給966円 ［学生］時給920円
時　間▶︎�①8:30〜13:00�※8:30〜16:00の通しも可�

②17:00〜21:00（主に清掃業務）�
※残業なし�※休憩なし（通しのみ休憩1時間）

勤　務▶︎週4日程度�
待　遇▶︎社会保険有（通し勤務のみ）

〈さかなやの寿司〉
給　与▶︎�［一般］時給966円 ［学生］時給920円
時　間▶︎�7:00〜12:00�※日曜は6:00〜勤務�

※残業なし�※休憩なし
勤　務▶︎週4日程度

共 通 項 目

Web応募
はコチラ

恵庭店

33-1122
恵庭市本町210

応募
給　与▶︎�［一般］ ①時給967円 ［学生］時給920円
時　間▶︎�8:30〜13:00�

※土日は7:40〜12:40�
※残業なし�※休憩なし

勤　務▶︎�週3〜4日程度�
※土日勤務できる方尚可 1名募集

2名募集

2名募集

の募集ですの募集です水産部門水産部門
千歳・恵庭 ア パ 水産

期　間▶︎長期
時　間▶︎�10:00〜22:00内のシフト制�※休憩1h、残業なし
給　与▶︎時給1,200円〜
休　日▶︎シフト制（週2日〜応相談）
勤務先▶︎千歳市
待　遇▶︎受動喫煙対策有、各社保完備

期　間▶︎�4月〜長期（期間応相談）�
※3月中旬〜研修有

時　間▶︎�9:30〜14:45�
※休憩15分、残業なし

給　与▶︎�時給1,000円
休　日▶︎�シフト制（週休2〜4日応相談）
勤務先▶︎千歳市
待　遇▶︎屋内喫煙所なし、各社保完備、交通費規定支給

パスタの製造補助（仕込み等）

電子部品の箱詰め
期　間▶︎長期
時　間▶︎�①8:00〜17:00�②16:00〜翌1:00�

③0:00〜8:00��
※①〜③の週交替勤務�※休憩1h、残業なし

給　与▶︎時給1,200円〜
勤　務▶︎シフト制（5勤2休）、大型連休有
勤務先▶︎千歳市
待　遇▶︎受動喫煙対策有、各社保完備

24時間受付OK！お気軽にお電話ください。
0120-172-642

㈱アスクゲートノース 千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F
当社は「社団法人�日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号�派01-300587

客室清掃スタッフ （パート・アルバイト）

期　間▶︎�〜10月末まで
時　間▶︎�8:00〜20:00内の8h�

※休憩1h、残業なし
給　与▶︎時給1,155円〜
休　日▶︎シフト制（月8〜9日休み）
勤務先▶︎千歳市
待　遇▶︎受動喫煙対策有、各社保完備

期　間▶︎長期
時　間▶︎�6:30〜15:30�※休憩1h、残業なし
給　与▶︎時給1,000円〜
休　日▶︎�工場カレンダー（日・祝）�

※土曜は月1〜2回出勤あり
勤務先▶︎恵庭市
待　遇▶︎受動喫煙対策有、各社保完備
フォークリフト運転業務・仕分け・運搬

レンタカー受付・接客

接客経験者接客経験者
優遇優遇

長期の長期の
安定したお仕事安定したお仕事

高時給、高時給、
安定したお仕事安定したお仕事

パートパート
アルバイトのアルバイトの
募集募集

千歳・恵庭 派 箱詰め、製造補助、運転・仕分け・運搬、受付・接客パ ア 清掃

リフト資格のリフト資格の
取得も可能取得も可能

9:00～12:00内のお好きな時間にお越しください。来場受付締め切りは11:30です。
※参加自由・持ち物不要・服装自由。お気軽にご参加ください。

派遣求人説明会派遣求人説明会 1/24　 9:00〜12:00開催日時 恵庭市民会館場所火

千歳 パ 調理スタッフ


