
2023年1月27日（金）ちゃんと 8

資　格▶ 車通勤可能な方、ダブルワーク・シニア歓迎
時　間▶ ①5:00～9:00or10:00、②14:00～23:00 

③18:00～23:00 
※休憩なし、残業なし 
※状況により早上がりの可能性あり

給　与▶  時給990円～（高校生は940円～）※5:00～
8:00、19:00～22:00は時給1,000円

◆店内品出し、清掃調理

◆店舗スタッフ

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

ローソン自衛隊東千歳駐屯地店 千歳市祝梅1016

22-2241※委細は面談にて

新型コロナウイルスの感染予防対策をしています。

期　間▶6ヶ月毎の更新（長期）
仕　事▶ 店内品出し、清掃、調理 

（レジはさわりません、調理は揚げ物のみ）
資　格▶ 車通勤可能な方、 

ダブルワーク・シニア歓迎、学生不可
時　間▶ 18:00～23:00 

※休憩なし、残業なし 
※状況により早上がりの可能性あり

給　与▶  時給950円～
勤　務▶ 週3日～ ※年末年始、お盆休み相談可 

(長期休暇ご相談ください)
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、社会保険有、敷地内禁煙
勤務先▶ 陸上自衛隊東千歳駐屯地内（千歳市祝梅1016）

駐屯地内のローソンで働こう!!

お待ちして 
おります♪

長期休暇 
相談可！

千歳 パ 店内業務

急募！
仕　事▶ベットメイク、客室・バスルーム清掃、アメニティセット
資　格▶喫煙可能な客室清掃がある為20歳以上
時　間▶ 10:00～15:00（実働4.5h） 

12:00～15:00（実働3h）
勤　務▶週2～5日　※シフト制
給　与▶時給1,100円

◆新千歳空港/空港内ホテル

仕　事▶日常清掃（床、トイレ掃除等）
時　間▶ 5:00～9:00（実働4h）　※残業月0～5h
休　日▶土曜日・日曜日・祝日
給　与▶時給920円　
待　遇▶敷地内禁煙

◆北光2丁目/院内

仕　事▶日常清掃（床、トイレ掃除等）
時　間▶ 7:00～16:00（実働7h）、7:00～11:00（実働4h） 

※ 残業月0～10h
勤　務▶月20日程度 ※日数時間応相談
給　与▶時給920円
待　遇▶敷地内分煙、喫煙スペースの清掃有

◆新千歳空港/国際線ターミナル

Wワーク 
  OK！

期　間▶ 雇用の定めなし ※65歳以上は1年更新
待　遇▶交通費規定支給

共 通
項 目

千歳市美々新千歳空港内 ターミナル アネックスビル2F

受付/9～17時
※日・祝を除く

■総合施設管理 千歳支店日興美装工業㈱

まずはお電話の上、面接の際に写真付履歴書をお持ちください。

0123-22-1171

清掃 スタッフ募集中
＼千歳市内のお仕事です♪／

千歳 ア パ 清掃

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。

担当/ 尾田0123-26-1155
千歳市千代田町
6丁目1番地

時　間▶ ①8:00～17:00　②12:00～21:00 
※実働8h　※①②シフト制 
※状況により残業の可能性有

給　与▶月175,000円～
休　日▶月8日 シフト制　年間休日100日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、無料

駐車場完備、制服貸与、賞与年2回、有給休暇、
館内分煙

時　間▶ 8:00～21:00の間で実働5h～ 
※8～13時、16～21時など土曜勤務も可 
※状況により残業の可能性有

給　与▶ 時給950円～ 
※研修期間14日間/時給920円

勤　務▶ 週3日～　※希望応相談　土日休みも可
待　遇▶ 雇用・労災保険、車通勤可、 

無料駐車場完備、制服貸与
《共通項目》
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ チェックイン・チェックアウト、 

予約受付業務
資　格▶未経験者歓迎、ブランクOK

スタッフ募集中！スタッフ募集中！ 未経験者大歓迎　毎月希望休有
◆日勤フロントスタッフ（正社員）◆日勤フロントスタッフ（パート）

千歳 正 パ ホテルフロントスタッフ

オーガニックヘアカラー専門店
千歳店
恵庭店nonno

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶  カラーリング（白髪染めのみ）、シャンプー、簡単な接客
資　格▶ 美容師免許
給　与▶  平日/時給920～1,000円  

土曜/時給970円～
時　間▶ 9:00～17:00 ※最終受付は15:30 

※8h以上勤務で休憩1h

※応募の際に、｢求人ナビを見ました｣とお伝えいただくとスムーズです。

カラーリスト2店舗同時募集！

まずはお気軽に
お電話ください。

★ブランクある方も歓迎!★扶養内勤務可 ★日･祝はお休み！

0123-25-5230

千歳・恵庭 パ カラーリスト

恵庭市恵央町19-10
千歳市信濃4丁目11-4

15:30で受付終了なので、
家庭との両立もしやすい！

勤　務▶ 週2日～OK! ※応相談  
※日曜、祝日は定休日

勤務先▶ nonno千歳店/千歳市信濃4丁目11-4 
nonno恵庭店/恵庭市恵央町19-10

待　遇▶ 交通費規定支給、店内禁煙

時　間▶ 7:00～20:40の間で実働5～7h シフト制 
例/①7:00～15:00　②9:00～17:00 
③12:40～20:40等 

※休憩1h、繁忙期は延長の場合有
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
勤務先▶北海道本舗 総合土産店

仕　事▶ お菓子や農水産品、お酒などを取り扱う 
お店でのレジ、商品補充、陳列、接客など

期　間▶長期（1年毎に更新）
資　格▶年齢・学歴・経験不問
給　与▶時給1,000円～
勤　務▶ 週3～5日 

※シフト制、日数・曜日応相談

千歳市美々987番地22北海道空港 株式会社

★扶養内勤務可能!!

★ 未経験者歓迎!! 
丁寧に指導します!

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

【共通項目】
期　間▶2023年 4月上旬～11月下旬まで
時　間▶ 6:00～19:00の間でシフト制 

※パートは、時間・日数相談可 
※職種・季節により、時間・休憩・残業が異なります。

資　格▶ 車通勤可能な方
待　遇▶ 各社保完備（期間社員のみ）、従業員食堂有、制服貸与、 

交通費規定支給（上限月5万円）、施設内分煙、 
有給休暇有、ゴルフプレー優待制度有 
（道内6コース、道外100コース以上）

パートは 
Wワーク可

苫小牧市植苗
577番地1

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

0144-57-5757担当/五ヶ市（ごかいち）・川村

2023年度

スタッフ
募集!!

千歳市内
から車で

向陽台
から車で

20
10

分
分

千歳市内からも
通勤しやすい職場です。

まちから近い
ゴルフ場
で、働きませんか？
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泉沢
向陽台

仕　事▶ コース内芝刈り、機械車輛の運転、樹木の手入れ、他
給　与▶  期間/時給1,100円～ 

経験・有資格者は時給プラス50～300円アップ　 
パート/時給1,000円～

【期間社員・パート】コース管理★社員登用制度有

仕　事▶ 浴室、ハウス内清掃、リネン回収、備品管理、他
給　与▶ パート/時給970円～

【パート】施設清掃

★ 週1日～アルバイト勤務可

★未経験の方も安心の研修有
★原則1日1ラウンドの準キャディ制度有
★繁忙期、1日2ラウンド有　※昇給制度有

給　与▶ 1ラウンド10,100円　4バッグ 
※研修期間/時給920円

【期間社員】キャディ

仕　事▶フロント、スタート係、練習場係、ポーター等
給　与▶ 期間/時給970～1,050円

【期間社員】運営スタッフ★社員登用制度有

苫小牧 期 パ コース管理期 運営スタッフ、キャディパ 施設清掃

★ パートは時間・休日相談に応じます！

★ 経験者は時給優遇有♪

★ 未経験者歓迎♪

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。

◆野菜の選別（恵庭市島松）
期　間▶3月～10月末
給　与▶時給950円
時　間▶ 8:30～17:00 

※状況により残業の場合有
休　日▶シフト制
待　遇▶ 残業手当有、交通費規定支給、 

車通勤可（無料駐車場有）、 
受動喫煙対策有

大歓迎!!
時給
950円!

未経験 シニア
の方

主婦（夫）
さん

恵庭 派 野菜の選別

トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター
恵庭市北柏木3丁目73

トヨタカローラ札幌期　間▶ 入社希望日～翌年4月末まで 
（5月～翌年4月の1年契約更新）

勤務先▶ トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター
仕　事▶ 新車・中古車の洗浄ラインでの車内清掃。掃除機

がけや、シートの拭き掃除など、簡単な作業です。
休　日▶ 日曜・祝日、他シフト制（年間所定休日108日） 

★GW・お盆・年末年始の長期連休有  
★シフト応相談

時　間▶ 9:00～17:00  
（休憩1h、繁忙期により残業有）※時短勤務可

給　与▶ 時給970円～ 
（1日7h×970円×22日＝149,380円）

資　格▶ 要普通自動車運転免許（運転経験1年以
上）、65歳未満（定年雇い止めのため）

待　遇▶ 車通勤可、無料P有、交通費当社規定支給、
社会保険完備、作業服貸与、有給休暇有、能
力に応じて昇給有、施設内禁煙

まずはお気軽にお電話ください。面接日時をお知らせします。
写真付履歴書をお持ちください。

担当/ 三浦・傳法(デンポウ)0123-47-8000

簡単作業! 扶養内OK！未経験者歓迎!

初めての方でも
お気軽に

ご応募ください

恵庭 契 洗浄ライン作業

千歳市新富1-3-5社会福祉法人
千歳市社会福祉協議会 ほっとす

42-3133まずは
お電話ください。

［受付］月～土/8:45～17:15　［担当］介護総務係/岡田

② 介護支援専門員
① ホームヘルパー

期　間▶即日～3/31　その後一年毎の更新
資　格▶ 介護福祉士または初任者研修修了者、普通免許

（AT限定可）
給　与▶時給1,140～1,320円
勤　務▶ 週1～4日、1日3h程度 （ご希望に応じます。） 

※残業なし
待　遇▶ 通勤手当、処遇改善手当加算有、 

受動喫煙対策有

期　間▶雇用期間の定めなし
給　与▶月181,300円～
時　間▶8:45～17:15　※休憩45分、残業なし
休　日▶ 日曜日、他週1日の週休2日、祝日、年末年始

（12/29～1/3）、夏季休暇 
※年間休日125日

待　遇▶ 扶養手当、通勤手当、住宅手当、期末手当、寒冷地
手当、退職金制度、受動喫煙対策有、昇給有

千歳 パ ホームヘルパー、介護支援専門員

❶ホームヘルパー

❷介護支援専門員

給　与▶ 11t/月給280,050～340,156円 
固定残業代35h分（47,250～60,157円）含む 
8t/月給263,750～301,953円 
固定残業代35h分（43,750～51,954円）含む 
※ 能力により変動あり、超過した場合は時間外手当を別
途支給、休日（土・日・祝）出勤した場合は時間外手当を
別途支給、試用期間中は3ヶ月/日給10,400円

期　間▶雇用期間の定め無し
仕　事▶ 仮設材、足場材、建設資材の運搬、産業廃棄物の収集運搬等
資　格▶ 大型免許、玉掛け資格、小型移動式クレーン資格、※仮設材、足場材の運搬経験あれば尚可
時　間▶ 8:00～17:00（休憩1h）※ 運行計画により変動あり、閑散期は5～10h程度、繫忙期15～35ｈ程度の残業有
　　　　※ その日の仕事が終われば15時に帰れます。長時間勤務になった場合は翌日の勤務開始時間を調整します。
休　日▶ 土、日、祝日、年末年始、ＧＷ、お盆※運行計画に変動あり、繫忙期は月2～3回の出勤有
待　遇▶ 社会保険、退職金制度有、（入社後7ヶ月から）燃料手当、地方手当、（片道200㎞以上の現場1,500円/回現金

支給）、夜間手当（22時以降の作業1,500円/回現金支給）、ビル1F喫煙ブース有

 011-377-4931
まずはお気軽にお電話ください！ 北一運輸株式会社

北広島市輪厚431-1Kitaichi Transportation Co., Ltd.

資格を活かして働こう!!
経験者優遇いたします

資格取得支援制度有 !

受付/9～16時
担当/池田

玉掛け資格 小型移動式クレーン資格

《
共
通
項
目
》

未経験者でも可 !

北広島 正 11t・8tユニック運転手




