
2023 年 2 月 24 日（金） ちゃんと11

千歳市桜木2丁目10-11
ラブアリス千歳桜木別館

0123-23-0081 採用担当

詳細は下記ホームページを  
ご覧ください！!

期　間▶︎1年毎の更新制�
仕　事▶︎放課後等デイサービスでの個別療育や運動指導等
資　格▶︎�教員免許、保育士、児童指導員要件を満たす方、�

無資格でも応募可、要普通免許
時　間▶︎�13:00～18:00�※時間応相談�※残業なし
給　与▶︎�有資格者/時給1,030円〜 

無資格者/時給980円〜 ※処遇改善手当を含む
勤　務▶︎週2日～
待　遇▶︎�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

制服貸与、試用期間6ヶ月有、施設内禁煙

千歳 パ 児童デイサービススタッフ

https://laulea-lovealice-chitose.com/

千歳市桜木3丁目1-1
ラブアリス千歳桜木

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4月1日（土）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 「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！支える職員を募集します！
◆  千歳市内児童館・学童クラブ◆  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）

千歳 パ 清掃

千歳市新富1丁目7-5
�平和ビル1F

22-7400まずはお電話ください

期　間▶︎雇用期間の定めなし
勤務先▶︎千歳市新富
仕　事▶︎�ガソリンスタンドでの日常清掃�

施設内の清掃・トイレ掃除�
（備品補充）、外回りのごみ拾い等

資　格▶︎自力通勤可能な方
時　間▶︎�7:00～11:00の間で2h�

※応相談　※残業なし
給　与▶︎時給920円　　勤　務▶︎月～金�
休　日▶︎土日祝、年末年始
待　遇▶︎制服貸与、交通費規定支給、敷地内禁煙

入社祝い金 1 万円　※ 3ヶ月勤務後支給

清掃スタッフ募集
急募急募

時間 
応相談！

WワークWワーク
シニアOK!!シニアOK!!

恵庭市恵南63 隊員クラブ 南恵庭駐屯地店

期　間▶︎�3ヶ月毎の更新�※原則更新
仕　事▶︎�ホール業務と調理業務
資　格▶︎�未経験者歓迎、学生歓迎
給　与▶︎�時給950円〜
時　間▶︎�18:00～21:30�

※状況により1日0～30分�
　程度早出・残業の場合有

休　日▶︎��土日祝、お盆、年末年始
待　遇▶︎�交通費規定支給、制服貸与、�

車通勤可、店内禁煙�★帰りの送迎応相談�
勤務先▶︎�はなの舞�南恵庭駐屯地店

隊員クラブ はなの舞
[担当]佐野33-3424

事前見学OK!�お気軽にお電話ください。[受付]平日14～21時

学生OK!学生OK!

恵庭 パ ア ホール兼調理補助

【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!WワークOK!
1,0001,000円円

★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。

26-357026-3570
080-5729-7602080-5729-7602（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

(株)(株)東洋実業 恵庭営業所東洋実業 恵庭営業所
恵庭市黄金中央1丁目13-11��クレール黄金1F恵庭市黄金中央1丁目13-11��クレール黄金1F

応募はコチラ 33-8225［担当］採用係

期　間▶︎1年毎の更新
仕　事▶︎施設警備業務(実際の業務は3h程度の巡回です)
時　間▶︎�開庁日/17:30～翌8:45(夜勤)�

閉庁日/8:45～翌8:45(24勤務)�
※残業なし

給　与▶︎�時給635円（適用除外許可施設のため） 
※22時以降深夜割増有 
※賃金は拘束時間対象(断続的労働) 
月収例/（夜勤14日×15.25h）+（24勤務4日
×24h）×635円＋深夜割増=216,570円

休　日▶︎シフト制
待　遇▶︎�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、研修有、�

受動喫煙対策有
勤務先▶︎�さけます・内水面水産試験場/�

恵庭市北柏木町3丁目373番地

恵庭 契 施設警備員

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�
※残業なし�※いずれも応相談

給　与▶︎�時給920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

新千歳空港新千歳空港
清掃スタッフ清掃スタッフ
募集！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

期　間▶︎即日～1年更新
時　間▶︎�①12:00～17:00　②17:00～22:00�

③22:00～翌2:00
給　与▶︎�時給920円　 

※22時〜翌5時/時給1,150円
勤　務▶︎週2日～　※応相談
待　遇▶︎�雇用保険有（勤務時間による）、制服貸与、�

車通勤可、マスク支給

恵庭市黄金北1丁目12-6恵庭黄金北店

0123-34-5529応募 担当/小川

バイトデビューも大歓迎★
★休日希望伺います!
★�自動釣銭機のため、�
初心者でもカンタンに使えます♪

経験は問いません♪扶養内・学生扶養内・学生歓迎！

お待ちしています！

恵庭 ア パ 店内業務全般

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

0123-22-1090

期　間▶︎�通年雇用
仕　事▶︎�送迎ドライバー
資　格▶︎�経験者優遇、大型1種免許（大型2種免許あれ

ば尚可）
給　与▶︎�時給1,200円
時　間▶︎�4:30～12:15（実働6時間15分）�

8:30～17:30（実働7時間30分）�
15:45～23:30（6時間15分）�
※シフト制、休憩1時間30分

休　日▶︎�シフトによる
勤　務▶︎�週5日程度
待　遇▶︎�各社保完備、有給休暇制度、交通費規定支給、

車通勤可、制服貸与、施設内分煙、車内禁煙
勤務先▶︎�千歳市美々
電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

募集!!募集!!
送迎ドライバー送迎ドライバー

【平日／9～18時】
担当/スズキ

千歳 契 送迎ドライバー

株式
会社 ニッコクトラスト

【共通項目】
勤　務▶︎週5日�※日数応相談
待　遇▶︎�社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、

受動喫煙対策なし
勤務先▶︎恵庭市黄金中央5丁目

札幌市北区北7条西2丁目 37山京ビル205号

（受付/平日 8:30〜17:30）
応
募

070-1238-0420
011-737-7510

恵庭 パ 調理補助、盛り付け・洗浄

◆調理サポートスタッフ
期　間▶︎4月中旬～長期（6ヶ月更新）
仕　事▶︎�揚げ物や焼き物、炊飯など
時　間▶︎�6:30～10:00�※実働3.5h�※残業なし
給　与▶︎時給980円〜

◆盛り付け・洗浄スタッフ
期　間▶︎4月～長期（6ヶ月更新）
仕　事▶︎�出来上がったお料理の盛り付けや洗浄作業など
時　間▶︎�9:30～14:30�※実働4.5h�※残業なし
給　与▶︎時給920円〜

学生食堂の
キッチンスタッフ

担当
おおせ

土日祝土日祝
休み♪休み♪

千歳・恵庭 派 マシンオペレーター、加工・梱包、検品、厨房補助

まずは登録!!
↓↓詳しくはWEBでチェック↓↓

まずはお電話ください！ 0120-116-3770120-116-377
労働者派遣事業�（派）01-301336 有料職業紹介事業�01-ユ-300541

㈱ホットスタッフ苫小牧 苫小牧市旭町3丁目7-6�
グランドール旭町1F

期　間▶︎3ヶ月毎の更新　※長期
勤務先▶︎千歳市
仕　事▶︎製品加工のマシンオペレーター
給　与▶︎時給1,500円　※22〜翌5時は時給1,875円
時　間▶︎���7:30～16:15or8:00～16:45�

20:15～翌5:00or11:45～20:00�
※実働7.75h、休憩1.5h、残業月20～30h

休　日▶︎土・日、年末年始等連休有

期　間▶︎3ヶ月毎の更新　※長期
勤務先▶︎恵庭市
仕　事▶︎冷凍コロッケの加工・梱包
給　与▶︎時給1,050円〜
時　間▶︎9:00～17:00　※実働7h、休憩1h、残業月0～1h
休　日▶︎土・日・祝、GW・夏季・年末年始

期　間▶︎1～3ヶ月の短期
勤務先▶︎千歳市
仕　事▶︎クリーニングされた製品の検品・たたみ作業
給　与▶︎時給1,100円
時　間▶︎9:00～17:00　※実働7h、休憩1h、残業なし
休　日▶︎土・日・祝

期　間▶︎3ヶ月毎の更新　※長期
勤務先▶︎千歳市
仕　事▶︎接客ナシ・調理ナシの厨房補助
給　与▶︎時給1,100円
時　間▶︎�9:00～17:30、10:00～18:30　�

※実働7.5h、休憩1.25h、残業なし
休　日▶︎月・火

【共通項目】
待　遇▶︎�各社保完備、制服貸与、交通費規

定支給（上限有）、週払い可（規定
有）、退職金有

★★�高時給！夜勤で��高時給！夜勤で�
更に収入アップ!!更に収入アップ!!

★�★�駅直結！�駅直結！�
JRで通勤ラクラクJRで通勤ラクラク

★�★�恵庭駅から恵庭駅から
送迎相談OK送迎相談OK

マ
シ
ン
オ
ペ
レ
ー
タ
ー

マ
シ
ン
オ
ペ
レ
ー
タ
ー

加
工・梱
包

厨
房
補
助

★�★�残業なし残業なし

ク
リ
ー
ニ
ン
グ

ク
リ
ー
ニ
ン
グ

期　間▶︎�長期（3ヶ月更新）
仕　事▶︎�①ベットメイク�②夜勤フロント
時　間▶︎�①9:00～15:00、19:00～翌1:00�

②19:00～翌9:00�
※休憩1h、残業なし

給　与▶︎�①時給/1,000円、22:00以降1,250円 
②日給/15,350円※昇給有

勤　務▶︎�①週2日程度※土日祝のみの方歓迎�
②週1～2日程度�※Wワークの方歓迎

待　遇▶︎�労災保険、昇給有、試用期間3ヶ月、受動喫煙対策
有（喫煙スペース有）

スタッフ募集!!スタッフ募集!!

千歳市青葉5丁目6-10　http://www.hotal-web.com

電話の上､写真付履歴書をお持ちください｡ 担当/國田

ホ テ ル 　 　 　 　 　 ホ タ ル 全室Wi-Fi
完備

0123-40-20770123-40-2077 090-2511-4127

千歳 パ ベッドメイク、夜間フロント

期　間▶︎雇用期間の定めなし
仕　事▶︎校内の日常清掃
資　格▶︎�車通勤可能な方�※無料駐車場有�
時　間▶︎�7:30～11:00�※残業なし
給　与▶︎時給950円〜　　勤　務▶︎�月～金
休　日▶︎土日祝、季節休校に合わせてお休み有
待　遇▶︎��交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、賞与有、�

試用期間2ヶ月有、受動喫煙対策有
勤務先▶︎�公立千歳科学技術大学（千歳市美々758-65）

期　間▶︎1年毎の更新制
仕　事▶︎�新千歳空港国際線ターミナルビル内共用部の�

日常清掃
資　格▶︎学歴・年齢不問
時　間▶︎�契/8:00～17:00、12:30～21:00　�

※休憩1h�※残業なし�
パ/8:00～21:00の間で要相談

給　与▶︎�契/月157,500〜168,000円 
パ/時給1,100円

休　日▶︎�契/月9～10日　シフト制　パ/週1～5日勤務
待　遇▶︎�各社保完備、交通費規定支給、制服貸与、試用期間

2ヶ月（同条件）室内に喫煙スペース有
勤務先▶︎�新千歳空港国際線ターミナルビル

期　間▶︎雇用期間の定めなし
仕　事▶︎�新千歳空港隣接の貨物ターミナル内の清掃全般、従

業員の送迎業務(社用車使用）
資　格▶︎64歳以下（定年雇い止めの為）、学歴・資格不問
時　間▶︎�7:00～16:00　※休憩105分　※残業なし�

※パート応相談
給　与▶︎�請/基本給月137,580円〜+業務手当/月12,000円 

 +調整手当/月13,000円 
パ/時給1,000円

休　日▶︎請/4週7休　パ/週1～5日勤務
待　遇▶︎�各社保完備、運転手当1,200円/回、賞与有、制服貸与
勤務先▶︎�新千歳空港貨物ターミナルビル

期　間▶︎雇用期間の定めなし
仕　事▶︎�見積書・報告書の作成（PC使用）、設備の巡回点

検や修繕工事立ち合い、簡易的な修繕対応、施
設内の巡回

資　格▶︎経験・資格不問、経験あれば尚可
時　間▶︎�8:00～17:00、11:30～20:30�

※シフト制(実働8h)
給　与▶︎時給1,000円〜　　勤　務▶︎月10日前後
待　遇▶︎�社保完備、交通費全額支給、制服貸与、試用期間

2ヶ月(同条件)、屋内原則禁煙（一部喫煙室、屋
外喫煙場所有）

勤務先▶︎�千歳ステーションプラザ(千歳市千代田町7丁目)

まずはお電話ください! 面接は勤務先で行います。

011-271-1749【札幌事業部】
担当/佐藤

千歳市柏台南1丁目3番1（千歳アルカディア・プラザ3F）千 歳 営 業 所

 ① 清掃スタッフ （パート）  ③ 清掃スタッフ （契約・パート）

 ④ 清掃スタッフ （請負・パート）

 ② 複合商業施設の管理 （パート）

■許可番号�派01-300570

千歳 契 パ 他 清掃パ 複合商業施設の管理

送迎有送迎有


