
2023年1月27日（金） ちゃんと13

期　間▶ 2023年3月31日まで
仕　事▶ 玉葱・馬鈴薯等、 

野菜の選別・カット等の加工業務
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給930円
時　間▶ 8:45～17:00の間で応相談 

※フルタイム/休憩1.5h 
※残業月0～10h

勤　務▶ 週3～6日で日数応相談  
※日曜日はお休みです。

待　遇▶ 車通勤の方は交通費規定支給、喫煙室有 
※ 8:45～17:00まで勤務の方に限り、 
JR千歳駅からの送迎有

〒066-0051
千歳市泉沢1007-134

青果物卸売り
株式会社北泉

28-2695応
募 担当/七島

受付/平日9～18時

★ 開始・終了時間 
も応相談！

★ 急なお休み 
にも対応可

千歳 パ 野菜の選別・加工

仕　事▶  恵庭事務所にてお弁当を引き取り、恵庭市内の企
業等を回っていただきます。(毎日同じルートを回
るので数日で覚えられます。） 
常連客・固定客の訪問です。ノルマはありません。

資　格▶ 未経験者歓迎、車持ち込み可能な方
報　酬▶ 歩合制　※月平均11～13万円
時　間▶ 8:00～12:30　※残業無し
勤　務▶ 月～金
休　日▶ 土・日・祝、お盆、年末年始
待　遇▶ 賞与有、車両手当有、 

食事手当/日400円、準備金/3万円支給（規定有）

恵庭事務所/
恵庭市駒場町1丁目6-8お弁当の日信

まずはお気軽に 
お電話ください。

090-5229-9352
011-666-5678

担当/渡辺
【本社/㈱日信】

お試し見学 
OK

未経験者、主婦(夫)さんが多数活躍中♪
お昼までの仕事なのでWワークもOK

恵庭 委 お弁当の配達・販売スタッフ

〒066-0028 千歳市花園2丁目312番地 サーモンパーク内

受付/9～17時
担当/越（コシ）・黒田

42-3001
　　　電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

■（公財）千歳青少年教育財団

仕　事▶ 館内の売店での接客、品出し、 
清掃、発注等の店内業務

期　間▶ 6ヶ月（更新の可能性あり）
時　間▶ 9:45～17:00 ※休憩1h
給　与▶ 時給920円
勤　務▶ 週2～4日
資　格▶ 土日祝日・繁忙期の勤務可能な方歓迎
待　遇▶ 労災保険、車通勤可、交通費支給、 

施設内禁煙

千歳水族館で一緒に
働いてみませんか?

千歳 ア パ 売店スタッフ

札幌市白石区
東札幌4条4丁目1-2㈱日本キャリアサービス

◆恵庭市恵み野/医療機関での日常清掃  
期　間▶ 3ヶ月毎の更新 ※原則更新
時　間▶ 6:30～15:30（シフト制、実働3.5h以上） 

※終業時間応相談 ※残業なし
休　日▶ 土曜（シフト制、月2日程度）、日曜・祝日
給　与▶ 時給920円
待　遇▶ 雇用・労災保険、制服貸与、交通費規定支給、車通

勤可、施設内禁煙

011-820-8811 採用係

まずはお気軽にお電話ください。受付／9:00～17:30

シニアも
歓 迎!!
男女共に活躍中!!

恵庭 パ 清掃スタッフ

扶養内
OK!

働きやすい
環境です♬

期　間▶長期（1年毎の更新制）
仕　事▶新千歳空港内 日常清掃
時　間▶ ①【スーパーラウンジの清掃】 

　7:30～12:30、14:00～19:00の間で 
　2～3hからOK 
②【フードコート内の清掃】 
　14:00～20:30の間で2～3hからOK 
③【大空ミュージアム・スーパーラウンジ内清掃】 
　19:30～22:30　※実働3h 
※残業なし ※いずれも応相談

給　与▶ ①②時給920円 ③時給1,000円 
※試用期間/時給920円

休　日▶シフト制 ※応相談
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、 

交通費規定支給、喫煙スペース有
勤務先▶新千歳空港旅客ターミナル

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20 第12ふじやビル4F

22-5280 採用係応募

新千歳空港
清掃スタッフ
募集！

★ 現在空港にお勤め中の方など空き時間を利用しての勤務も可

WワークOK

千歳 パ 清掃

0120-357-337
080-5729-7602 （土・日曜、祝日）

一般労働者派遣事業（派01-300285）
千歳市東雲町
1丁目9-6㈱マグナクルー

★随時面接致します

【月～金曜】9～18時

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

期　間▶ 即日～通年雇用
仕　事▶ 千歳・恵庭エリアでのスタッフ送迎
資　格▶ 中型免許以上、マイクロバス運転

出来る方
給　与▶ 時給1,200円
時　間▶  ①7:00～8:30 

②16:00～18:00 
※就業先により時間変更の 
　場合有、残業なし

勤　務▶週4回程度 ※工場カレンダーによる
待　遇▶ 交通費規定支給、 

受動喫煙対策有、車内禁煙

［契約社員］自社送迎ドライバー

時給1,200円!!
★ 当社の契約社員 
として勤務します。 通年

雇用

千歳・恵庭 契 自社送迎ドライバー

札幌市中央区南7条西10丁目1029
株式会社ベルックス 警備事業本部

期　間▶ 即日～3/31、その後1年毎の更新　※長期
仕　事▶ 商業施設での警備・受付業務、 

出入管理、巡回業務等
資　格▶ 未経験者歓迎
時　間▶ ①6:30～15:15　※実働7.75h 

②14:45～23:30　※実働7.75h 
③17:30～23:30　※実働5h 
※休憩1h、残業なし

給　与▶ 時給930円　※22時以降深夜割増有
休　日▶ シフト制　※勤務日数応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、労災保険、制服貸

与、法定教育20h有(時給920円)、敷地内分煙
勤務先▶千歳市千代田町

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

011-531-4411担当/ 羽田野 
大谷

施設警備員
募集！

千歳 パ 施設警備

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

勤務日は相談の上決定。

担当/古瀬22-0866電話連絡の上、
写真付履歴書を
お持ちください。

期　間▶雇用期間の定めなし
資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許
時　間▶ 18:00～翌5:00 

1ヶ月単位の変形労働時間制
勤　務▶4勤1休、もしくは週休2日
給　与▶  入社1年間は 

4勤1休/月270,000円   
週休2日/月230,000円を最低保証 
※当社規定有

待　遇▶  各社保完備、入社祝金制度（10万円/規
定有）、制服貸与、退職金制度、車通勤可
（駐車場完備）、喫煙室有

★二種免許取得養成制度有!
★異業種からの転職者も歓迎します!

募
集

夜勤
乗務員 

選べる
働き方

週
休
2
日

4
勤
1
休

さわやか無線センター

千歳 正 嘱 タクシー乗務員

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、残業なし 

※ 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!! ★正社員登用制度有！
★年2回ミニボーナス支給！

まずは職場見学してみませんか？

週5日 or 週6日
働き方選べます!

その他 パ 牧場作業

まずはお気軽に電話ください。

仕　事▶ ジェラートの製造業務、配達・納品業務
資　格▶ 要普通免許、経験者歓迎
給　与▶ 正/月給200,000円(見込み残業代含む) 

パ/時給1,000円
時　間▶ 9:00～18:00 ※シフト制 

※残業 正/月0～20h程度 パ/残業なし

仕　事▶ カフェでの接客業務全般 
・ジェラート販売業務 
・ カフェでの接客業務、簡単な調理作業

資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給1,000円
時　間▶ 9:00～20:00 ※シフト制 ※残業なし

期　間▶ 雇用期間の定めなし
勤　務▶ 正/シフト制　パ/週2日以上～
待　遇▶ 制服貸与（ポロシャツ、エプロン、帽子）、店内禁煙

CAFE&GELATO LicoLico

●製造(正社員・パート)

●ホールスタッフ(パート)

【共通項目】

担当/斉藤0123-39-5577

ジェラート製造・
販売スタッフ募集!

ドッグラン併設
ワンちゃん好きな方大歓迎

恵庭市北柏木町
2丁目26番18号

恵庭 正 パ 製造パ ホールスタッフ

電話連絡の上、写真付き履歴書を持参 
もしくはご郵送ください。

〒066-0064 千歳市錦町4丁目9番地
（株）マリアージュインベルコ千歳支社 採用担当宛 

【履歴書郵送先】

(採用担当部署直通)080-4415-2765

小学生から高校生のお子様がいる方には
子育て支援金支給　（1日500～700円　※規定有）

キッチンスタッフ/2名
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 簡単な調理・調理補助
時　間▶ 7:00～20:00の間で4～6h程度 

※応相談　※残業なし
勤　務▶週2～4日程度　※応相談
資　格▶要普通免許、未経験者・経験者ともに歓迎
給　与▶ 時給1,000円　※試用期間2ヶ月/同条件
待　遇▶ 各種保険完備、制服貸与、通勤手当、車通勤可、有給

休暇、社員登用有、子育て支援金支給、館内禁煙
勤務先▶ ベルクラシックリアン平安閣/千歳市錦町4丁目9

★扶養内勤務可能
★ 勤務時間や休日は応相談学生アルバイトも 

歓迎‼

千歳 パ 調理

札幌市西区宮の沢1条1丁目1-10

公益財団法人さっぽろ
青少年女性活動協会

写真付履歴書を郵送ください。
〒066-0063
千歳市幸町5丁目14-5 伸和ビル501
担当/千歳事業所　採用担当
受付時間/午前8時45分～午後5時15分

採用日:令和5年3月1日（水）以降

ご応募お待ちしています！

給　与▶月給132,240円
時　間▶ 午前8時～午後6時30分の間で実働6時間 

（週5日 計30h勤務/シフト制） 
※状況により残業有（月0～5h程度）

休　日▶週休2日、年末年始

給　与▶時給1,108円
時　間▶ 午前8時～午後6時30分の間で 

週10時間以内の勤務
勤　務▶週2～3日、シフト制 ※応相談
《共通項目》
期　間▶採用日～3月31日まで ※更新有（最長3年）
仕　事▶ 千歳市児童館・学童クラブにて児童対応 

および施設の管理業務
資　格▶未経験者歓迎、高校生不可
待　遇▶ 交通費規定支給、有給休暇、施設内全面禁煙、 

(サポート)各社保完備、賞与年2回、 
(パート)労災保険、賞与年1回

◆サポートスタッフ 1日実働6時間

◆パートスタッフ 1週10時間以内 

【千歳事業所】

0123-29-3075
お問い合わせ 

（受付/8:45～17:15）

勤務先

千歳市児童館・学童クラブにて
「遊び」を通じて子供たちの成長を 

支える職員を募集します！
◆  千歳市内児童館・学童クラブ

公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会

千歳 準 児童指導員（補助）

担当/吉田応募 090-4612-9624
千歳市富丘4丁目1-7北海道エイト株式会社

★面接時、履歴書不要　★年齢不問
ANAクラウンプラザホテル千歳
客室清掃 スタッフ募集！

◆ 客室清掃（フルタイム・パート）
仕　事▶客室清掃
期　間▶一年後の更新制
時　間▶ フルタイム/7:00～15:00、9:00～17:00 

パート/7:00～12:00、12:00～17:00、
パート/10:00～14:00 or 15:00 
※前後1時間程度の変動OK　応相談

給　与▶ フルタイム/時給1,000円 
※試用期間(40～150h)時給950円 
パート時給950円 
※試用期間(40～150h)同時給

休　日▶シフト制
待　遇▶ 社保完備、交通規定支給、制服貸与、館内禁煙
勤務先▶ ANAクラウンプラザホテル千歳 

（千歳市北栄2丁目2-1）　※駐車場なし

＼ 一定水準以上の部屋数の清掃を完了すれば ／

※詳しくはお問い合わせください。
インセンティブ有！

千歳 ア パ 清掃

頑張り次第で
時給UP

期　間▶即日～2月末まで ※延長可
時　間▶ 昼勤/9:00～18:00（休憩1h）、14:00～18:00 

夜勤/19:00～翌4:00（休憩1h） 
※生産量に応じ、2h程度の残業の可能性有

資　格▶ 未経験者歓迎 ※食品衛生上マニキュア・付け爪・ひげは
禁止、貴金属類の着用不可

給　与▶ 昼勤/時給940円 夜勤/時給1,010円 
※22～翌5時は深夜時給1,262円 
★月末月初手当有！ 
（実働6h以上の方が対象。合計6日間、最大6,000円） 
毎月末3日間と毎月初めの3日間は、 
1日出勤ごとに1,000円支給

待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場完備）、勤務日に
パンのお土産有、当社製品社内販売有、格安食堂完備（パ
ン食は無料）、制服貸与、近郊エリア無料送迎バス有、受
動喫煙対策

山崎製パン㈱札幌工場 恵庭市恵南10-1

まずは、お気軽にお電話ください。

★JRサッポロビール園駅より徒歩15分
 0123-34-1128《受付》9～18時

人事採用担当まで

JR恵庭駅から
無料送迎有！！ パン食無料！！

3月以降も
勤務OK！！

期間中
1日～OK！！

フリーシフト制

恵庭 ア パン・和洋菓子・弁当等の製造補助、仕分け




