
2023年2月17日（金）ちゃんと 14

千歳・恵庭

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

未経験者大歓迎!!
正 清掃パ カート整理、清掃

時　間▶7:00～16:00 ※実働8h、休憩1h
休　日▶週2日

②清掃/正社員/新千歳空港（千歳市美々）

時　間▶13:00～16:00 ※実働3h
勤　務▶月・木・又は火・金

⑥清掃/パート/カンセイ（千歳市流通）

時　間▶7:00～11:00 ※実働4h
休　日▶週2～4日

③清掃/パート/新千歳空港（千歳市美々）

時　間▶14:30～17:00 ※実働2.5h
勤　務▶月・火

⑦清掃/パート/チザキ機工（千歳市北信濃）

時　間▶ 7:00～22:00の中で実働7.5h、休憩2h 
7:00～16:30、11:00～20:30、その他有　

休　日▶週2～3日

①カート整理/パート/新千歳空港（千歳市美々）

時　間▶7:00～11:00、13:00～17:00 ※実働4h、シフト制
休　日▶週2～3日

⑧清掃/パート/はなふる（恵庭市南島松）

時　間▶7:00～11:00 ※実働4h
休　日▶土・日・祝

④清掃/パート/日本血液製剤機構（千歳市泉沢）
時　間▶7:00～10:00、14:00～17:00 ※実働3h、シフト制
休　日▶週2～3日

⑨清掃/パート/花ロード恵庭（恵庭市南島松）

時　間▶8:00～11：00 ※実働3h
休　日▶日・祝

⑤清掃/パート/北星病院（千歳市清流）
時　間▶8:00～12:00 ※実働4h
休　日▶土・日・祝

⑩清掃/パート/恵望園（恵庭市柏木町）

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ ①空港で使用してるカート整理、 

②～⑩日常清掃（床・トイレ等）

資　格▶車通勤可能な方
給　与▶②月給159,500円～、①・③～⑩時給920円
待　遇▶ ②社保完備、賞与有、①・③～⑩雇用保険（時間によ

る）、制服貸与、交通費規定支給

《共通項目》

歯科衛生士or歯科助手

〒061-1409  恵庭市黄金南7丁目9-9 
電話連絡の上、下記住所まで写真付履歴書を郵送ください。

担当/金札（カナフダ）
0123-33-9944

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶院内の衛生士業務兼受付業務
資　格▶ 不問 ※歯科衛生士免許あれば尚可
給　与▶ 歯科衛生士/時給1,400円 

歯科助手/時給1,000円 
※昇給有、報奨金有

時　間▶ 18:00～20:00 
※残業、休憩なし

勤　務▶ 月～土の間で3～5日間
休　日▶ 日、祝、他 （GW、お盆、年末年始等）
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通勤

可、制服貸与、院内禁煙

上記募集人数1名です

増員
募集

恵庭 パ 歯科衛生士、歯科助手

期　間▶長期
仕　事▶食肉加工
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶ 時給940円 

※試用期間2ヶ月/同時給
時　間▶ 8:00～12:00 

13:00～17:00 
※シフト制、実働4h 
※残業なし

勤　務▶シフト制
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、車通

勤可、制服貸与、受動喫煙対策有

千歳市上長都1041-10

まずはお気軽にお電話ください。

食肉加工

スタッフ募集！

0123-29-5806
株式会社アイケーコーポレーション

千歳 パ 食肉加工

勤務日数 
ご相談ください

えこりん村 〒061-1421 恵庭市牧場241-2

電話でご応募受付致します。

34-7800 担当/オオウチ、アンザイ
受付/10～17時

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶ 豚の飼育（清掃・エサやり等） 

※出荷作業ができる方は時給アップ 
（委細面談）

資　格▶ 要普通自動車免許（AT限定不可）、大
特免許(車両系建設機械運転者免許)
をお持ちの方は給与面で優遇、自力通
勤可能な方、定年70歳

給　与▶ 時給950円～ ※能力、経験により優遇
時　間▶  8:00～17:00 

※休憩1h、残業月3～5h程度
勤　務▶ 週2日～ ※応相談
待　遇▶ 労災保険、昇給有(当社規定による) 

敷地内全面禁煙

恵庭 ア 豚の飼育他

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 千歳・その他

期　間▶長期
仕　事▶客室清掃
資　格▶土日・祝日勤務可能な方（出来る限り）
時　間▶ 7:00～18:00（2h～OK）　※残業なし
給　与▶ 平日/時給1,000円 

※7:00～9:00は時給1,200円 
土日祝/時給1,100円 

※7:00～9:00は時給1,300円
勤　務▶ 土日どちらかまたは両方を含む週2日～
待　遇▶ 交通費全額支給、制服貸与、 

有給休暇、受動喫煙対策有
勤務先▶ ①Fヴィレッジタワー11　 

②ANAクラウンプラザホテル　 
③Minn千歳（旧Adamas千歳）　 
※①～③シフト

応　募▶ まずはお気軽にお電話ください。

札幌市東区 
北41条東5-2-14

（受付/10～14時）
（採用担当） 090-3031-7243 

ホクトサービス㍿

★扶養内勤務可　
★土日のみもOK
★マイカー通勤OK 年齢・性別不問

交通費全額支給

土日祝/時給1,100～1,300円
平日/時給1,000～1,200円

ア パ 客室清掃スタッフ
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ コープさっぽろの宅配システム「トドック」

の商品仕分けと配送車への積込み作業
資　格▶ 主婦（夫）・シニア歓迎
時　間▶7:00～9:30　※出勤時間要相談
給　与▶ 時給945円　※祝日勤務は時給＋30円 

※試採用期間3ヶ月/時給920円
勤　務▶週5日　　　
休　日▶土曜、日曜
待　遇▶ 各社保完備（試採用終了後）、車通勤可、 

交通費規定支給、制服貸与、 
慶弔見舞金等共済会、構内全面禁煙

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

〈受付〉月～金/9～21時　 土/9～18時　※日曜休み
0120-502-112トドック

コールセンター
■生活協同組合　〒066-0077 千歳市上長都3-1

コープ宅配システム
トドック千歳センター

朝の時間を
有効活用
しませんか？

20～50代の 
方が活躍中!

主婦（夫）、シニア、
未経験者大歓迎！

千歳 ア パ 仕分け・積込みスタッフ

洗い場  ★自動洗浄機があるので簡単業務

日祝勤務で

高校生もOK！
時給＋100円

千歳市美々新千歳空港ターミナルビル3F

レストランユック
新千歳空港店

定山渓温泉 「鹿の湯」グループ

担当/田中0123-46-5830

【共通項目】
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・学生（高校生可）・シニア歓迎
勤　務▶週2～5日で希望日数ご相談ください。
待　遇▶ 交通費実費支給、賞与有（実績による）、食事手当支給、

勤務実績により有給休暇有、昇給有、受動喫煙対策有

仕　事▶ご案内・オーダー取り・配膳・下げ膳・レジ等
時　間▶ 【一般・学生】土日祝/11:00～19:30の間で4h～ 

【学生】平日/17:00～19:30
給　与▶【一般】時給950円～　【高校生】時給930円～

仕　事▶自動洗浄機を使用しての食器洗浄
時　間▶ 【一般】 平日/11:30～15:30  

土・日・祝/12:30～19:30
給　与▶ 【一般】時給950円～　※経験・能力考慮

ホール ★学生アルバイトも大歓迎

募集!

洗い場
ホール

千歳 ア パ 洗い場、ホール

(有)M.D.N SECURITY　(有)M.D.N TRANS 
(有)M.D.N Re-BORN 千歳市高台5丁目1-5

期　間▶雇用期間の定めなし
勤務先▶千歳市内
仕　事▶主にモニター監視
資　格▶ 未経験者歓迎、学歴不問、 

18歳以上（省令2)
時　間▶ 8:00～17:00
給　与▶月180,000円～
勤　務▶シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、受動喫煙対策有

勤務先▶配達エリア:千歳市内
報　酬▶ 収入例/月25～40万円可能　 

※ 最低保証10,000円 
（例/100個配達で14,000円）

時　間▶8:00～20:00
休　日▶月4日
待　遇▶ 車通勤可、制服貸与、研修有、車両貸出・持ち込み可

期　間▶雇用期間の定めなし
勤務先▶千歳市高台5丁目1-5
仕　事▶ 運送業・警備業・清掃業のデータ入力、電話の対

応、伝票整理、来客対応、支払等の外回りで社用車
AT軽自動車使用有

資　格▶ Excel、Wordの基本操作が出来る方、要普通免許
時　間▶ 正/9:00～18:00 ※残業なし 

パ/9:00～13:00の間で4h
給　与▶正/月給160,000円 パ/時給1,000円
休　日▶土日祝
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、制服貸与、受動喫煙対策有

期　間▶雇用期間の定めなし
勤務先▶千歳市内・恵庭市内
仕　事▶企業、ホテル、退去アパート、個人宅の清掃
時　間 ▶9:00～17:00の間で実働2h～　 

※現場による　※残業なし
給　与▶時給1,000円
勤　務▶週3～5日
待　遇▶制服貸与、自宅まで送迎有

まずはお気軽にお電話ください。
応募の際に、ご希望の職種をお伝えください。

期　間▶雇用期間の定めなし
勤務先▶ 千歳道の駅
仕　事▶ イベント行事、道路工事などの交通誘導警備業務
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶ 日給8,000～12,000円 

※法定研修期間（20h)/時給920円
時　間▶ 8:00～17:00（休憩1h）
勤　務▶ 土・日・祝日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服貸

与、昇給有、送迎有、正社員登用制度有、試用期間
3ヶ月有（同条件）

4 職 種 で 募 集 中 ! !

◆荷物の配達業務/請負

◆警備スタッフ/正社員・アルバイト

◆施設警備員/正社員

◆事務/正社員・パート

◆清掃スタッフ/パート

0123-23-0501

千歳・恵庭 正 ア 警備正 パ 事務パ 清掃他 配達

Wワーク
OK!!

有名コンビニスイーツ製造

未経験者も大歓迎!
★男女ともに活躍中♪ ★未経験者歓迎！

恵庭 正 製造全般

㈱デザートランド北海道工場
恵庭市戸磯201-20

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡
「Ｑ人ナビを見た」とお伝えください！お気軽にお電話を！随時受付♪

応 募 0123-34-0800

正社員募集！
◆洋生菓子の製造全般 
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 製造全般、その他商品の仕分け、出荷作業、製造準備等も有
時　間▶ 基本9:00～18:00(変動有) ※早出、遅出有 

※休憩は1h 残業は月/5～10h
給　与▶ 高校新卒/月給171,730円 

大学新卒、又は25歳以上/月給201,170円 
※残業手当、深夜割増手当（経験・能力等を考慮）別途支給 
※委細面談

休　日▶ 年間105日、月9～10日 ※月の勤務日数による
資　格▶ 未経者験歓迎
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、昇給年1回、有給休暇制度、産

後休暇、育児休暇、制服貸与、車通勤可、交通費規定支給、 
賞与年2回、退職金制度（勤続5年以上が対象）

の募集ですデリカ部門

仕　事▶店内業務　　　期　間▶長期
待　遇▶ 通し勤務のみ社会保険加入、制服付与、交通費規定支給、車通勤可、施設内禁煙

〈共通項目〉

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条 
西11丁目2-32[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

給　与▶ ［一般］時給968円 ［学生］時給920円
時　間▶ 8:30～13:00、17:00～21:00  

※残業、休憩なし

島松店 恵庭市島松旭町1丁目1-1

39-7777応募
給　与▶ ［一般］時給941円 ［学生］時給920円
時　間▶ ①7:30～12:00 ②7:30～15:30 ※残業なし 

※②のみ休憩1時間

給　与▶ ［一般］時給947円 ［学生］時給920円
時　間▶ ①8:00～12:30 ②13:00～17:00 

③17:00～20:30 ④8:00～17:00  
※残業なし ※④のみ休憩1時間 

千歳市日の出1丁目1-66千歳店
26-6660応募

恵庭店 恵庭市本町210

33-1122応募

千歳・恵庭 ア パ デリカ

給　与▶ ［一般］時給940円 ［学生］時給920円
時　間▶ 17:00～21:00 ※4時間程度(応相談) ※残業、休憩なし

千歳市勇舞8丁目1-1長都店
23-7667応募

Web応募
はコチラ

パセオすみよし店

レジスタッフ若干名募集!!

レジアルバイト・パート

期　間▶3ヶ月更新
時　間▶ 17:00～21:00
給　与▶ 一般/時給945円  

※試採用期間3ヶ月/時給920円～ 
★日曜・祝日は時給+30円 
学生/時給920円

勤　務▶週5日 
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

有給休暇、共済会、施設内禁煙

千歳市住吉4丁目14-11

パセオ
すみよし店

42-5511
電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

担当/平川

学生さん大歓迎!

千歳 ア パ レジ


