
2023年1月27日（金）ちゃんと 10

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶ 知的な障がいを持つ方の作業支援、送迎等
資　格▶ 要普通免許、福祉に関する資格があれば尚良
時　間▶  8:00～17:00（応相談） ※休憩1h、残業なし
給　与▶時給920～1,000円
休　日▶ 週休2日（応相談）
待　遇▶ 各社保完備、賞与有、交通費支給、 

車通勤可、試用期間3ヶ月、事業所内禁煙
勤務先▶ 障がい者支援センターえにわん 

（恵庭市泉町119-1)
まずはお電話のうえ、写真付履歴書を

持参又は郵送ください。メールでの応募も可。

〒069-1455 夕張郡長沼町東5線南4番地
（福）長沼陽風会 障がい者施設 陽風

youfu@youfu.jp
0123-88-0155 受付/10～16時

担当/良知（らち）

恵庭 パ 生活支援員
生活支援員募集！

【千歳市美々】荷物の仕分け
期　間▶ 即日～長期
資　格▶ 土日勤務できる方歓迎、 

自力通勤できる方
給　与▶ 時給1,000円  

※22時以降/時給1,250円
時　間▶ 20:00～24:00（実働4h程度） 

※残業なし
勤　務▶週2日～ ★WワークOK
待　遇▶ 労災保険、週払い可、車通勤可、無料駐

車場完備、服装自由、受動喫煙対策有

WワークOK!
1,000円
★服装自由! ★週2日～OK!!

時
給

有限会社 ロジスパワー

まずはお電話ください。
写真付履歴書を持って面接にお越しください。

26-3570
080-5729-7602（土日祝/千葉）

【受付/月～金 9時～18時】

千歳市東雲町
1丁目9-6

千歳 ア 荷物の仕分け 千歳 パ 清掃

担当/湊谷
(ミナトヤ)0123-25-2211

お気軽にお電話ください。全員と面接致します。

◆ 車両スタッフ（正社員）

期　間▶ 即日～3/31 ※その後、1年毎の更新（原則更新）
仕　事▶ 従業員食堂での調理全般 

（食材の準備・調理・盛付・提供など）
時　間▶ 8:30～17:30 実働8h ※休憩1h、残業なし
給　与▶時給1,100～1,500円（経験等考慮）
勤　務▶週3～5日 シフト制 ※応相談

待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可（駐車場有）、
制服貸与、送迎有、独身寮完備、従業員食堂利用可、
褒賞制度有、正社員のみ諸手当有、受動喫煙対策有

◆ 従業員食堂調理スタッフ（パート）

共通項目

千歳市
支笏湖温泉 みずのうた

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 宿泊のお客様の到着時お出迎え、 

車両移動、パートスタッフの送迎など
時　間▶ 7:30～17:30の間で実働9h 

※休憩1h ※状況により残業の場合有
給　与▶ 月給197,700～251,400円 

（固定残業代30h/35,700～45,400円含む。
30hを超えた場合は別途支給）

休　日▶年間休日105日（月出勤20～23日）

正社員・パートスタッフ募集！
千歳 正 車両スタッフパ 調理

期　間▶～3ヶ月、その後１年毎の更新
仕　事▶①②調理補助 ③食器洗浄
給　与▶ ①時給1,200円 

②時給1,000円  
③時給920円

時　間▶ ①5:00～19:00 ※実働8h、2交替制 
②8:30～14:00 ※実働5.5h 
③17:00～19:30、18:00～19:30 
　※実働1.5～2.5h 
※6h以上勤務で休憩1h、残業なし

休　日▶①③シフト制 ②土日祝
勤務先▶恵庭南病院
待　遇▶ 各社保完備（時間数による）、 

交通費規定支給、制服貸与、 
車通勤可、敷地内禁煙

㈱北海道グリーンハウス
札幌市中央区北3条西2丁目8番地　さっけんビル2F

担当/おぐら011-232-2430
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。面接は勤務先で行います。

早番手当
支給！

パート募集調理補助
食器洗浄

恵庭 パ 調理補助、食器洗浄

岩内郡岩内町字大浜476-18 

担当/採用係
まずはお電話ください。面接は千歳で行います。

0135-67-7532

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ コーヒー豆を機械へ投入し挽く作業や挽いた

豆の計測作業などを行います。他、飲料水の検
査に伴う作業などを行います。

資　格▶ 学歴・経験・資格不問・18歳以上
時　間▶ 8:30～17:30 ※時差出勤有 ※休憩2h 

※残業有、月20h程度
勤　務▶ 月16日程度（年間平均）
休　日▶ 土日祝、他平日1日 

（状況により土日祝出勤の可能性有）
給　与▶ 時給1,150円
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

残業手当、工場内分煙
勤務先▶千歳市北信濃864-1

㈱アイ・コネクション

工場内作業
スタッフ
欠員募集!!
勤務時間・日数  相談に応じます!!

千歳 ア 工場内作業

千歳市上長都1160-21トライフード（株）

まずはお電話ください。面接日時・勤務開始日は相談に応じます。

0123-29-3320応募

期　間▶長期
仕　事▶ 手作業での野菜のカット、移動補助 

及び工場内作業全般
資　格▶未経験者歓迎、経験・資格不問
給　与▶時給920円
時　間▶ 8:00～17:30 ※休憩1.5h ※残業なし
勤　務▶ 週3～6日 ※希望応相談 ※日曜日休み
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、服装自由、送迎有、 

社員登用制度有、喫煙所有

野菜カット・箱詰め作業
★送迎します!! ★日数応相談!
千歳 ア パ 工場内作業

事務スタッフ募集!!正社員 女性スタッフが
丁寧にお教えします☆

担当/對馬受付/8～17時 090-3118-9070
まずはお電話ください！

勇払郡安平町
追分弥生539ｰ2 ㈱鋼商

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶受発注業務、電話・来客対応、PC入力作業等
資　格▶未経験者歓迎、PC入力可能な方
給　与▶ 月給200,000円～
時　間▶ 8:00～17:00 

※休憩1h、残業/月20～25h程度
休　日▶日・祝、他会社カレンダーによる
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

有給休暇、受動喫煙対策有

 0145-25-3111

安平 正 事務

約80%の社員が 
安平町以外から 
通勤しています。
（千歳・恵庭・札幌・ 
江別・苫小牧他）
おだやかな環境で、 
車通勤も快適です♪

◆ コンクリート及び金属製品の 
加工販売をしている会社です

千歳・恵庭 契 タクシードライバー

保安検査員/正社員・パート・アルバイト
仕　事▶ 航空機を利用されるお客様の機内持込手荷物検査やチェックインカウンターでお預かりした預入手荷物検査業務。
期　間▶ 正/雇用期間の定めなし パ・ア/6ヶ月、更新有
資　格▶ 正/学歴不問、年齢制限有（18歳以上64歳以下） ※省令1号定年年齢未満の労働の為 

パ・ア/学歴不問、年齢制限有（18歳以上） ※省令2号警備業務法
時　間▶ 変形労働時間制 

正/6:00～22:00の間で8ｈ※休憩1h、残業月/10h（繫忙期はこれ以上になる可能性有） 
パ・ア/6:00～22:00の間で4ｈ※休憩なし、残業月/10h（繫忙期はこれ以上になる可能性有）

給　与▶ 正/月給180,000～200,000円（経験による） パ/時給1,100円 ※資格手当有空港保安検定1級20,000円、2級10,000円
休　日▶正/4週8休のシフト制、有給休暇10日（勤務6ヶ月以降から）、年間108日 パ・ア/応相談
勤務先▶ 千歳市美々新千歳空港ターミナルビル内

施設常駐警備員/契約社員・パート・アルバイト
仕　事▶ 国際線ターミナルビル内巡回、防災センターでの防犯・防災監視、 

関係者専用口の受付対応になります。日中は10名、夜間は4名態勢です。
期　間▶6ヶ月、更新有
資　格▶ 学歴不問、年齢制限有（18歳以上） ※省令2号警備業務法
時　間▶ 変形労働時間制 

契/①9:00～翌8:59（休憩4h、仮眠4h）②9:00～18:00（休憩1h、繫忙期残業有）③21:00～翌9:00（休憩4h）
　　　　パ・ア/ ①9:00～18:00 ②13:00～22:00 （休憩1h、繫忙期残業有） ※短時間勤務可
給　与▶ 契/ 月給170,000円～(深夜割増は含まず勤務した分計上) 

試用期間3ヶ月/日給①16,000円②③8,000円(深夜割増は含まず勤務した分計上)
　　　　パ・ア/時給1,000円
休　日▶ 契/週休2日制 （ローテーション勤務）、有給休暇10日（勤務6ヶ月以降から）、年間107日 パ・ア/週休2日制、応相談
勤務先▶ 千歳市美々新千歳空港ターミナルビル内

航空機監視員/契約社員・パート・アルバイト
仕　事▶ 航空機に不審な荷物が持ち込まれたりしていないか、 

停まっている航空機周辺の監視。
期　間▶6ヶ月、更新有
資　格▶ 学歴不問、年齢制限有（18歳以上） ※省令2号警備業務法
時　間▶ 変形労働時間制、7:00～22:00の間で8h、又は応相談（休憩、繫忙期残業有）
給　与▶時給1,000円
休　日▶ 契/週休2日制 （ローテーション勤務）、有給休暇10日（勤務6ヶ月以降から）、 

年間107日 パ・ア/週休2日制、応相談
勤務先▶ 千歳市美々新千歳空港ターミナルビル

《共通項目》
待　遇▶ 各種保険完備（パ/保安検査員、労災のみ）、昇給有・賞与有（保安検査員のみ）、制服貸与、交通費実費支給（上限

40,000円）、新任研修期間の20hは時給920円、終了後は同条件、育児休暇有、資格取得制度有、正社員登用制度有

千歳市美々 新千歳空港国際線ターミナルアネックスビル 1F
株式会社KSP・EAST札幌支社

まずはお気軽にお問い合わせください。 0123-46-5933 担当/原田

新千歳空港で働こう！
警備のお仕事です！

千歳 契 パ ア 航空機監視員、施設常駐警備員正 パ ア 保安検査員 千歳

待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、受動喫煙対策有

給　与▶ 時給1,000円～ 
時　間▶ 8:30～16:00(実働6.5h) ※残業なし
休　日▶ 土、日、祝日、年末年始 

※祝日のある土曜日は出勤
待　遇▶ 雇保有 ※勤務日数応相談

給　与▶ 時給950円～ 
時　間▶ 8:00～12:30(実働4.5h) ※残業なし
休　日▶土、日、GW、夏季、年末年始
待　遇▶ 雇保有

給　与▶ 時給1,000円～ 
時　間▶ 8:00～12:00(実働4h)または 

9:00～13:00(実働4h) 
※残業なし

休　日▶土、日、GW、夏季、年末年始
待　遇▶ 雇保有

◆札幌日清食品/千歳市上長都

◆パナソニック/千歳市上長都

◆デンソー北海道/千歳市泉沢

《リサイクル・廃棄物関連業務》

《清掃スタッフ・フルタイム》

《清掃スタッフ・短時間》

給　与▶ 時給950円～
時　間▶ ① 8:00～17:00(実働8h)、 

②13:00～22:00(実働8h)  
※シフト制 ※残業なし

休　日▶ 3勤1～2休
待　遇▶  社保・雇保有 ※勤務日数・時間応相談

◆新千歳空港/千歳市美々

給　与▶ 時給1,200円～ 
※22:00～5:00の間、時給1,500円 
試用期間、時給950円 
※22:00～5:00の間、時給1,188円） 
(1,500円×6h+1,200円×1h)10日 
=102,000円

時　間▶ 22:00～翌6:00(実働7h) ※残業なし
勤　務▶月10日程度 ※勤務日数応相談

◆新千歳空港/千歳市美々

■ビルメンテナンス 廃棄物収集運搬処理 ハウスクリーニング
〒066-0019　
千歳市流通1丁目4-7

0123-24-7787《担当》
金子

パ 清掃、リサイクル・廃棄物関連業務

共通項目

仕　事▶リサイクル品分別・投入業務
給　与▶ 月給166,000円～
時　間▶ 8:00～17:00(実働8h) ※残業なし
休　日▶ 土、日、祝日、指定日（土出勤の場合有）
待　遇▶   家族手当10,000円/人、 

賞与・燃料手当年2回、社保・雇保有

◆マテック/千歳市上長都

仕　事▶回収業務
給　与▶ 時給1,200円～ 
時　間▶ 8:30～12:00(実働3.5h)  

8:30～15:00(実働5.5h) 
※シフト制 ※残業なし

休　日▶ 土、日、年末年始　※勤務月15日程度

◆本社/千歳市流通

日数・時間 
については応相談
お気軽ご相談ください

詳しくは
HPで！

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、繁忙期のみ月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・ドライバー
募
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

恵庭市住吉町2丁目9-14
恵庭店

0123-39-2171
まずはお気軽にお電話ください。面接時履歴書不要!

期　間▶1年毎の更新制 
仕　事▶ ホール/配膳、オーダー取り等、ホールでの接客 

キッチン/ 洗い場や、メイン・サイド商品の調理
勤　務▶週2～5日　※相談に応じます。
時　間▶ 7:30～15:00、11:00～17:00、17:00～21:30 

19:00～24:00　※残業なし
給　与▶ 時給930円～ 

※22時以降/時給1,162円以上～
資　格▶ 未経験者歓迎、フリーター・主婦（夫）・ 

高校生・専門学校生・大学生歓迎
待　遇▶ 昇給制度、車通勤可、有給休暇、交通費規定支給、 

制服貸与、労災保険、食事補助、敷地内禁煙

募集
★ 1週間毎のシフト作成！ 
予定も立てやすく、お休みも取りやすい♪

★週2日～OK！自分のペースで楽しく働けます。

ホール・キッチンスタッフ
全時間帯で

恵庭 ア パ ホール・キッチン




