
2023年1月27日（金） ちゃんと9

期　間▶長期
仕　事▶ 商品の品出し、陳列、在庫置き場の整理整頓
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

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・学生］時給920円
時　間▶ ①13:00～17:00（1名） ②17:00～21:00（1名） 

※残業・休憩なし
勤　務▶ 週3～4日程度

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

給　与▶ ［一般］時給921円 ［学生］時給920円
時　間▶ ①9:00～13:00（1名） ②17:00～21:00（2名） 

※残業・休憩なし      勤　務▶①週4～5日程度

千歳・恵庭 ア パ 品出し

Web応募
はコチラ

☎23-7667
千歳市勇舞8丁目1-1

長都店

応募
給　与▶ ［一般・学生］時給920円
時　間▶ 17:00～21:00の間で3～4時間程度（1名） 

（応相談） ※残業・休憩なし

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923円 ［学生］時給920円
時　間▶ 17:00～21:00（1名） ※残業・休憩なし
勤　務▶週4日程度

早朝・夜間は時給1,130円

空港内売店での販売・商品管理
期　間▶ 2023年3月31日  

※その後、6ヶ月毎の更新制
給　与▶   時給1,000円～ 

※7:00～9:00、19:00～21:30は時給1,130円 
※能力・経験により優遇、当社規定により昇給有

時　間▶ 7:00～21:30の間で実働7.5h（シフト制） 
※休日/月8日以上（応相談） 
※休憩1h、残業/月10h程度有

待　遇▶ 社保完備、交通費全額支給、残業手当、従業
員割引有、JALスタッフトラベル制度（国
内・国際線優待搭乗）有、車通勤可、制服貸
与、受動喫煙対策有

勤務先▶ 新千歳空港旅客ターミナルビル内
応　募▶  まずは、お電話ください。詳細と面接日は、

後日連絡いたします。（受付は平日のみ）

（株）JALUXエアポート北海道エリア支店
〒066-0012 千歳市美々
新千歳空港内旅客ターミナルビル 3F

46-2451
担当/青木

千歳 パ 販売・商品管理

仕　事▶事務所・仮設トイレ等の日常清掃
資　格▶未経験者・シニアの方も歓迎、車通勤可
給　与▶時給950円
時　間▶ 13:00～15:00の間で、 

月・水・木/1h　火・金/2h（休憩なし）
休　日▶土・日、年末年始

《共通項目》
期　間▶長期
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、受動喫煙対策有、 

①②のみ制服貸与

0123-24-0800

親切･丁寧に指導いたしますので 
未経験者でも安心！  
学生・年配の方も歓迎！

時給アップしました！！清掃員募集

日本管財サービス株式会社
〒066-0015　千歳市青葉8丁目3番1号 担当/高倉

航空自衛隊千歳基地内（男・女パート） 千歳乃湯えん

千歳市柏台

仕　事▶ 隊舎の清掃 
（共用部分、廊下、トイレ、風呂場）

資　格▶未経験者歓迎、車通勤可
給　与▶時給920円
時　間▶ 8:00～17:00の間で5h（休憩なし）
勤　務▶ 月・金　※お盆、年末年始はお休み

仕　事▶ 浴場、脱衣室等の清掃
資　格▶未経験者・シニアの方も歓迎、車通勤可
給　与▶時給950円（GWと年末年始は割増料金有）
時　間▶ 5:30～9:00 

（実働3.5h、休憩なし、時々0.5h延長有）
勤　務▶年中無休/シフト制（土日のみ出勤も可能）

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください。

千歳 パ 清掃

男女問わずご応募ください

期　間▶雇用期間の定め無し
仕　事▶ネイル・まつ毛エクステの施術・接客・電話対応等
資　格▶ ネイリスト/未経験者OK  

アイリスト/美容師資格、実務経験者
給　与▶ ネイリスト/時給950円～ 

アイリスト/時給1,000円～ ※経験考慮
時　間▶ 平日/9:00～20:00 

土日祝/9:00～18:00の間で4h～応相談 
※残業なし

休　日▶シフト制、年末年始
待　遇▶  交通費規定支給、車通勤可、 

有給休暇有、受動喫煙対策有
勤務先▶ネイルサロン ニコリ/千歳市新富2丁目16-9
お気軽に
お電話ください。 0123-22-1116

千歳市新富2丁目16-9株式会社　nicoRi

ネイリスト・アイリスト募集★

千歳 パ ネイリスト、アイリスト

清掃スタッフ

千歳市青葉5丁目6-10ホテル サブリナ

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶客室清掃、備品補充
給　与▶ 時給980～1,000円　 

※22時以降/時給1,225円～
時　間▶ ①平日/18:00～24:00 

　土日祝/7:00～24:00の間で6h程度 
②平日/22:00～翌7:00　 
　※休憩0.5～1h　※残業なし

勤　務▶土日含む週3日程度
待　遇▶ 車通勤可、エプロン貸与、労災保険有、 

雇用保険有（条件有）、休憩室禁煙

26-7730まずはお電話ください。

時間
応相談

土日のみ
0K!

千歳 パ 清掃

定年退職後の方や
シニア層の方も
歓迎!!

あれこれ迷っているなら
うちに来ませんか?

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶  新千歳空港関係者専用ゲートにおける、 

出入管理業務。通行証の確認や、出入者に対して
のセキュリティ管理が主なお仕事です。

資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶  時給1,000円 

 ※法定研修20h有/18,400円支給
時　間▶ 6:30～21:30の間で実働5～8h 

※休憩1h（勤務時間による）　※残業なし 
※1年単位の変形労働時間制での勤務シフト

休　日▶週休2日、シフト制　※年間休日105日 
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、 

国家資格取得制度有（警備員業務検定/費用当社
負担）、喫煙スペース有

勤務先▶ 千歳市平和/新千歳空港国際貨物ターミナル

〒004-0877 札幌市清田区平岡7条3丁目8-22 
平清警備株式会社

011-885-4141担当/
山田

まずはお電話のうえ、
写真付履歴書をお持ちください。

面接場所:千歳市内

応
募

30,000円支給!

入社祝い金
入社3ヶ月後

未経験者歓迎
資格取得制度有

千歳 契 施設警備員

仕　事▶フォークリフト運転業務・仕分け・運搬
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

仕　事▶電子部品の箱詰め
期　間▶長期
時　間▶ ①8:00～17:00  

②16:00～翌1:00③0:00～8:00  
※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

仕　事▶レンタカー受付・接客
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

仕　事▶パスタの製造補助（仕込み等）
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

接客経験者優遇

長期の
安定したお仕事

高時給、
安定したお仕事

リフト資格の
取得も可能

履歴書不要、 
服装も自由。

お気軽に 
お問合せください！

千歳店での求人説明、
お仕事紹介、相談実施中。

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

仕　事▶客室清掃
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

パート
アルバイトの

募集

管理業務
スタッフ募集！

北海道東急ビルマネジメント㈱
千歳・苫小牧営業所

〒066-0027 千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F

担当/
スズキ 0123-22-1090

正
社
員

応募履歴書と職務履歴書を送付ください。 
HPからも応募できます。

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 千歳・恵庭市内や胆振・日高エリアの現場管

理及びスタッフの労務管理
資　格▶ 普通自動車免許、PC（word、excel）、 

44歳以下（省令3号のイ）
給　与▶ 月給175,000～200,000円  

※試用期間3ヶ月（同条件）
時　間▶9:00～18:00（36協定有） ※休憩1h
休　日▶土日祝（状況により休日出勤有）
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、賞与有、残業手

当、退職金制度、事務所内禁煙
勤務先▶ 千歳・苫小牧営業所 

(千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F)

千歳 正 管理業務スタッフ

◆ サービス付き高齢者向け住宅センターヒルズ恵み野/恵庭市恵み野里美1丁目2-13

千歳市緑町1丁目3-350123-21-8671 ㍿ NOYAU本社に繋がります
担当/齋藤

まずはお気軽にお電話ください。応募の際に、ご希望の勤務先をお知らせください。

◆介護支援専門員/正社員

介護支援専門員
正社員募集！!

労働時間や休日等の 
詳細については 
お気軽に 

お問合せ下さい。

恵庭 正 介護支援専門員

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 居託介護支援事業所におけるケアマネージャー業務全般（連絡・調整・ケアプラン作成）、利用者宅の

訪問（主に恵庭市） ※社用車利用可
資　格▶要普通自動車免許（AT限定可）、介護支援専門員（ケアマネージャー）
給　与▶ 月給280,000～330,000円 

※ 基本給/月給190,000円　資格手当10,000円、調整手当50,000～90,000円、 
固定残業代15h分30,000～40,000円（15hを超えた分は追加支給有）

時　間▶8:30～17:30 ※休憩1h、残業月/15h
休　日▶土曜・日曜、年末年始 ※年間休日110日
待　遇▶ 各社保完備、昇給有、試用期間6ヶ月/同条件、交通費実費支給（上限なし）、車通勤可、駐車場完備、有給

休暇10日（勤務6ヶ月経過後）、受動喫煙対策有（屋内禁煙）
勤務先▶ 恵庭市恵み野里美1丁目2-13「センターヒルズ　恵み野」

仕　事▶日常清掃
給　与▶ 正/月給159,500円～ パ/時給920円
時　間▶ 正/7:00～16:00 ※実働8h、休憩1h 

パ/7:00～11:00 ※実働4h
休　日▶正/週休2日制 パ/週休2日以上（応相談）

清掃/（正社員・パート）

カート整理/（パート）
仕　事▶空港で使用しているカートの整理
給　与▶時給920円
時　間▶7:00～22:00の中で実働7.5h、休憩2h ※シフト制勤務
休　日▶週2～3日

千歳市美々新千歳空港内ターミナル アネックスビル1階
東京美装北海道 ㈱千歳支店

応
募

0123-24-3771平日

090-9753-1547土日

《共通項目》  
 期　間▶雇用期間の定めなし 
勤務先▶新千歳空港/千歳市美々 
待　遇▶ 各社保険完備、正社員のみ賞与有、雇用保険 

（時間による）制服貸与、交通費規定支給

千歳 正 パ 清掃パ カート整理

時　間▶ 6:30～20:00の間で早番・遅番有（実働8h） 
※休憩2h、残業有

勤　務▶シフト制
給　与▶ 基本給174,000円 ※他、無事故手当10,000円、

深夜手当200～1,500円、時間外15,800～45,000円、
その他手当11,500～42,000円 
〈月収例〉 ※月22～24日勤務 
エコバス/242,000～264,000円 
貸切大型バス/260,000～288,000円

女性も活躍できる♪

仕　事▶ エコバス/市内循環バスの運転業務 
貸切バス/マイクロバス・大型バスの運転業務

資　格▶ エコバス/大型二種　　貸切バス/中型二種以上

〈正社員〉 配車係および事務補助

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭市住吉町
2丁目1-3富士交通㈱
担当/金田一0123-33-6271

期　間▶ 雇用期間の定めなし（65歳から1年毎の更新制）
待　遇▶ 社保完備、試用期間3ヶ月有、喫煙所有

《全体共通項目》

《バス乗務員共通項目》

仕　事▶ タクシーの配車係および事務
時　間▶ 7:30～19:00（実働8h）  

※繁忙期に1日1h程度の残業の場合有
勤　務▶ 週5日程度 ※シフト制
給　与▶基本給165,474円

〈正社員〉 エコバス・貸切バス乗務員
恵庭 正エコバス・貸切バス乗務員、事務補助

期　間▶即日～長期
仕　事▶施設やレストランで朝食～夕食までの調理
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！
施設・レストランの調理業務

期　間▶即日～長期
仕　事▶寮にて朝食・夕食を作ります
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/恵庭市恵み野北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!
学生寮での調理業務

恵庭 パ 調理




