
2023年3月3日（金） ちゃんと11

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・学生歓迎！

お待ちしています！

恵庭 ア パ 店内業務全般

千歳市千代田町7丁目1789-3　千歳ステーションプラザ5F
医療法人社団 たけやま腎・泌尿器科クリニック

期　間▶6ヶ月毎の更新制 ※原則更新
給　与▶ 時給1,400～1,500円
時　間▶ 月・火・水・金/ ①8:15～12:45 

②14:00～17:00 
③8:15～17:00

　　　　木・土/8:15～12:45 
　　　　※時間選択可、応相談、残業なし
勤　務▶週3～4日 ※日数・時間・曜日等応相談
仕　事▶ 外来・透析看護業務  

※ 未経験の方にも技師（5名在籍）が 
親切丁寧にお教えします。

資　格▶ 正看護師または准看護師
待　遇▶ 社保完備（勤務時間による）、交通費規定支給、自

家用車通勤可(駐車場手当有)、クリニック内禁煙

011-551-7050
〒064-0912  
札幌市中央区南12条西15丁目4-3 池脇ビル 
「(株)北海道総合経営研究所　担当/人事労務顧問 山下宛」

写真付き履歴書をご郵送ください。 
応募に関することはお気軽にお問合せください。

学校行事参加・ 
扶養範囲内 OK

勤務時間 
応相談

残業 
   なし！

千歳 パ 正・准看護師

0123-24-0800

清掃スタッフ男女募集中
仕事に慣れるまでしっかり指導いたします。

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

期　間▶1年毎の更新
勤務先▶千歳市環境センター
仕　事▶事務所、廊下、トイレ等の清掃
給　与▶時給980円
資　格▶車通勤可能な方、65歳以上の方も歓迎
時　間▶ 7:00～16:00（実働8h） ※休憩1h、残業なし
勤　務▶平日の月～金曜日（シフト制 月12日前後）
待　遇▶ 労災保険、有給休暇、作業制服貸与、交通費規定支

給、受動喫煙対策有
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

期　間▶ 長期
仕　事▶ 発達障がいのある子どもの支援、送迎、

簡単なPC作業
資　格▶ 保育士・児童指導員任用資格、または障

がい児福祉業界で実務経験がある方、
要普免 ※経験者優遇

給　与▶ 時給920円～  
※資格、経験による

時　間▶  ①9:00～18:00 
②13:00～18:00　※応相談 
※休憩1h、残業なし

勤　務▶ 週2日～OK 
（応相談、日曜・祝日定休）

待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、交通費
規定支給、有給休暇、施設内禁煙

恵庭市恵央町19-10
放課後等デイサービス キミイロ

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-25-9380 受付/9～18時

児童デイサービス
児童増加のためスタッフ募集！

無資格者でも 
OK!

恵庭 パ 児童デイサービススタッフ

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▶水・日

⑤清掃/パート/公設地方卸売市場(千歳市上長都)
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▶未経験者歓迎
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、制服貸与、交通費規定支給、

①・③～⑩雇用保険（時間による）

《共通項目》

洗い場【ア・パ】 ★自動洗浄機があるので簡単業務

【ア・パ】 共通項目
期　間▶雇用期間の定めなし
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

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 調理業務全般、 

後にメニュー開発、 
原価管理、発注管理等

資　格▶調理師免許取得者
時　間▶7:00～17:00、10:00～19:00 ※残業なし
給　与▶ 月給25～30万円　 

※試用期間2ヶ月/時給1,100～1,200円
勤　務▶シフト制
待　遇▶ 社会保険、厚生年金、(試用期間終了後）、 

交通費支給、賞与年2回（6ヶ月勤務後）、 
退職金制度有、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　 
※残業なし

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 ※残業なし 

土日祝/12:30～19:30 ※残業なし
給　与▶ 【一般】時給950円～ ※経験・能力考慮
ホール【ア・パ】 ★学生アルバイトも大歓迎

調理員【正社員】

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

担当 
田中0123-46-5830

千歳 正 調理員ア パ 洗い場、ホール

資格を生かして 
一緒に頑張って 
みませんか!!

給　与▶日給7,500円～
時　間▶ 6:00～15:00(実働7.5h) 

7:00～16:00(実働7.5h) 
※ 季節により変動有、 
休憩1h、残業/月0～5h

◆コース管理【契約社員】

性別・年齢

不問 

アロハリゾート
旧アロハカントリークラブ

〒059-1513 勇払郡安平町早来緑丘168-1 アロハリゾート採用係宛
［お問合せ］ 0145-23-2236

給　与▶契/日給7,500円～ ア/時給920円～
時　間▶ 契/平日 8:00～16:00(実働8h以内) 

土日祝 6:00～15:00(実働8h以内) 
 8:00～17:00(実働8h以内) 

ア/6:00～17:00の間で6～8h 
※休憩1h、残業/月0～5h

◆フロント【契約社員/アルバイト】

【応募】写真付き履歴書をご郵送ください。

安平 契 コース管理、ポーター契 ア フロント、スタート室

◆ポーター【契約社員】
給　与▶日給7,500円～
時　間▶ 平日 7:00～16:00(実働8h以内) 

土日祝 6:00～15:00(実働8h以内) 
7:00～16:00(実働8h以内) 
8:00～17:00(実働8h以内) 

※休憩1h、残業/月0～5ｈ

◆スタート室【契約社員/アルバイト】
給　与▶契/日給7,500円～ ア/時給920円～
時　間▶ 契/平日 7:00～16:00(実働8h以内) 

土日祝 6:00～15:00(実働8h以内) 
 7:00～16:00(実働8h以内) 
 8:00～17:00(実働8h以内) 

ア/6:00～17:00の間で6～8h 
※休憩1h、残業/月0～5h

趣味も仕事もゴルフで充実!!
★仕事終わりにプレーできます!

★扶養内勤務OK!
学生さんも歓迎!!
★土日祝のみのアルバイトもOK!!

60代の方も活躍中！ 性別・年齢不問

ゴルフ場スタッフ募集

★ 子育て中の方も歓迎!時間応相談!
【共通項目】
期　間▶4月上旬頃～11月下旬頃まで 
資　格▶未経験者歓迎、車で通勤できる方
勤　務▶ 週2～4日・土日祝のみ可 ※学生も可
待　遇▶ 社保完備(離職後の雇用保険有)、交通費規定支給、 

試用期間1ヶ月有、職種により制服貸与、受動喫煙対策有

恵庭市戸磯
616番地2

仕　事▶ 手作業やライン作業にて、お店で
提供される食品を製造します。

時　間▶ ①8:00～17:00 ※休憩1h 
②8:00～13:00 
③12:00～17:00 
※繫忙期残業有

勤　務▶週5日
休　日▶ 原則日曜、他週1日

食品製造スタッフ

恵庭市内
送迎バス有!

主婦（夫）さん歓迎!

長期安定!

友人と一緒
でも大丈夫!

とんでん㈱ 恵庭工場 担当
/大西34-6061

 電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。詳細は面談にて。お気軽にお電話ください。

恵庭 パ 食品製造作業

給　与▶①時給951円 ②③時給941円
資　格▶ 18歳以上、未経験者歓迎、 

長期勤務できる方
待　遇▶ 健康保険・厚生年金、雇用保険、制服貸与、

恵庭市内送迎バス有（他地域交通費規定
支給 ※上限月1万円）、評価制度有、系列
レストランで利用できる食事補助有、②
③は雇用保険のみ、受動喫煙対策有

増員募集!!

0123-34-0740応 募

共通項目
期　間▶1年毎の更新
待　遇▶ 社保完備（勤務時間による）、賞与年2

回、制服貸与、交通費規定支給、車通勤
可、有給休暇有、職場内禁煙

株式会社道央環境センター 恵庭市本町27番地

給　与▶ 時給940円～
時　間▶ 9:30～15:00の間で3～5h
勤　務▶週3～5日 ※シフトによる
勤務先▶えにわステーションホテル

◆客室清掃

清掃・調理員
スタッフ募集!

恵庭 パ 清掃、調理補助

給　与▶ 時給960円～
時　間▶ ①10:00～15:00 

 ②10:00～19:00 ※休憩1h
勤　務▶シフト制、週3日～もOK
勤務先▶我汝会えにわ病院

◆厨房（調理補助） 《扶養内パート》

給　与▶ ①時給930円～ ②③時給960円～
時　間▶ ①8:00～12:00 

　（8:00～18:00のフルタイムも可） 
②③18:00～22:00

勤　務▶ 週3日～OK（シフト制）
休　日▶ ①日祝、シフト指定日 

②③土日祝、シフト指定日 
勤務先▶我汝会えにわ病院

給　与▶ 時給930円～
時　間▶ 8:00～12:00
休　日▶土日祝、シフト指定日
勤務先▶サッポロビール北海道工場

◆ ①昼清掃 ②夜清掃 ③手術室清掃

◆ 清掃 《扶養内パート》

フルタイム勤務も可

株式
会社

札幌市中央区南1条
西7丁目12 都市ビル2F 

平日9～18時
担当/小松011-271-5038応募

北光管理サービス

千歳 契 設備管理業務

設備管理のお仕事です
期　間▶1年毎の更新制 
仕　事▶ 病院との窓口業務、設備管理、 

館内小修繕、事務業務等
給　与▶月給177,000円
時　間▶ 月～金/8:45～17:00（実働7.25h） 

※休憩1h、残業なし
休　日▶日曜、祝日、土曜その他病院指定休日
待　遇▶ 労災保険、雇用・社会保険、交通費規定支給、

車通勤可(無料駐車場有)、敷地内禁煙
勤務先▶ 千歳市東雲町1丁目11番地 

（千歳第一病院）

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ カレー専門店でのホール業務（あと2名募集）
時　間▶ 10:00～20:00の間で実働7～8h 

※休憩1h、残業なし
給　与▶ 月180,000～200,000円 

※経験による
休　日▶週休2日、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、

食事付き（無料）、賞与年2回（業績による）、喫煙ス
ペース有

入社祝い金 万円
支給！15

キタカレー 
釧路レストハウス(株)

カレーハウス

千歳市美々新千歳空港 ターミナルビル3F

担当 
野田46-5637

完全週休2日制を実現するため増員募集!!

千歳 正 ホール

株式会社
フロンティアエージェンシー

期　間▶ 即日～5月中旬もしくは 
下旬頃まで　※長期も可

仕　事▶文字、数字等の校正
時　間▶ ①10:00～17:00　 

②10:00～18:00 
※①②選択可　※残業なし

給　与▶時給1,200円以上～
勤　務▶週3日以上
休　日▶土日祝
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可、屋内分煙

校正
スタッフ募集

千歳市信濃3丁目32-7 フロンティアビル内

◆  総合印刷、総合広告代理業

まずはお気軽にお電話ください。面接日時を調整のうえ、 
面接時に写真付き履歴書をお持ちになって、ご来社ください。

http://print-ad.com/HPはコチラ▶
0123-26-5191担当/仲村

千歳 ア パ 校正

未経験者歓迎！
短期・長期選べます

1名募集

1名募集

Web応募はコチラ

期　間▶ 長期
仕　事▶店内業務
勤　務▶週3～4日
給　与▶ 時給1,000円
時　間▶ ①8:30～17:00、 

②7:30～16:00(日曜日) 
③17:00～20:30 
※高校生可　※残業なし、 
　②のみ休憩1時間

期　間▶ 即日～3月31日
仕　事▶ 主に刺身盛(経験者のみ）と 

軽作業
勤　務▶ 週4日
給　与▶ 時給1,500円
時　間▶ 7:00～16:00 

※残業なし、休憩1時間

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32

[応募］希望の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

恵庭店
恵庭市本町210 33-1122

応募

の募集です水産部門

3/1～3/31
の 
短期!

〈共通項目〉
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

短期・長期

◆長期(水産)

◆短期(水産)

恵庭 ア パ 水産


