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千歳・恵庭近郊のお仕事探し応援します！
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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▶ 各社保完備、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  

※状況により延長の場合有
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▶ 各社保完備、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　 
※状況により延長の場合有

給　与▶【一般】時給950円～　【高校生】時給930円～

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!!

仕　事▶自動洗浄機を使用しての食器洗浄
時　間▶ 平日/11:30～15:30 土日祝/12:30～19:30  

※状況により延長の場合有
給　与▶ 時給950円～ ※経験・能力考慮

仕　事▶ ご自宅を訪問し､買い物･掃除･移動等
期　間▶即日～令和5年3月31日（更新の可能性有）
資　格▶ 普通自動車免許、介護福祉士又は介護職員初任者

研修修了（旧ヘルパー2級）以上
給　与▶ 週5日勤務/時給1,260円～ 

週4日勤務/時給1,220円～ 
※いずれも処遇改善手当を含む

時　間▶規定による ※残業無
勤　務▶ 週４～5日（応相談） ※シフト制
待　遇▶ 年1回一時金支給、昇給制度有、介護福祉士手当、

通勤・車両借上手当他、社保加入可能（時間数によ
る※希望者のみ）、敷地内全面禁煙

★有給を取得しやすい！
★1年以上、離職者ナシ！長く働ける環境です。

恵庭市末広町
125番地1

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

時間相談
できます♪

担当/笹川まずはお電話ください。  0123-33-1120

ホームヘルパー募集!
恵庭 パ 訪問介護員

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

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

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 新千歳空港からマイクロバスでの送迎
資　格▶ 年齢不問、要大型免許または中型免許 

（限定解除）保持者、自衛隊OBの方大歓迎
給　与▶時給920円～
時　間▶ ①6:00～14:30(実働6～7.5h) 

②14:30～22:00(実働6～7.5h) 
※6h以下は休憩・残業なし

勤　務▶ 週1～5日程度　 
※シフト制、平日、土日のみ勤務OK

待　遇▶ 労災保険、昇給有、交通費規定支給、車通
勤可、受動喫煙対策有（屋外にて喫煙可）

千歳市美々
2187-2アイシーパーキング

011-398-9471担当/堀まずはお電話くだ
さい。面接時履歴
書は不要です!

千歳 ア パ 送迎

お気軽にお問い合わせください。

0123-40-6175 担当/総務 村上 

【アルバイト】1名
期　間▶即日～1年毎の更新
仕　事▶農場での軽作業
資　格▶要普通免許、Wワーク不可
給　与▶時給1,000円～
時　間▶ 7:30～16:00の間で4h以上(応相談) 

※お昼をまたぐ場合は1.5h休憩
勤　務▶週5日　※シフト制
勤務先▶ 千歳市駒里2297番地（第1農場）
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、正社員登用

有、全面禁煙、喫煙ブース有、シャワーイン必須

千歳 ア 農場管理

〒066-0011 千歳市駒里2297
おおやファーム株式会社

仕　事▶ 施設入退場時の車両、人の入構許可証の確認 
及び発行手続き等

給　与▶ 無資格/時給950円 
施設警備2級/時給980円 
施設警備1級/時給1,030円 
資格手当別途支給:施設 2級/月5,000円、 

1級/月8,000円
資　格▶ 車通勤可能な方、定年者も歓迎　 

※資格取得希望者にはキャリアアップシステム有
時　間▶ 0:00～24:00（1日4交代）　※変形労働時間制

の為月/160ｈ程度、待機時間無し
勤　務▶シフト制　※年中無休　※月10日程度休み有
勤務先▶新千歳空港貨物ターミナル（入退場警備）
待　遇▶ 社保完備、雇用保険、有給休暇制度、交通費規定支

給、制服貸与、受動喫煙対策有

仕　事▶新築・中古住宅・アパートの清掃
給　与▶ 〈契約社員〉月給156,750円 

〈パート〉時給950円
資　格▶未経験者歓迎、車通勤可能な方
時　間▶ 8:00～17:00 

7.5h以上で休憩1h、残業なし 
〈契約社員〉フルタイムで働ける方 
〈パート〉4h程度で週3日以上働ける方

勤　務▶月～土　※希望休有
勤務先▶千歳・恵庭・苫小牧近郊
待　遇▶ 労災保険、制服貸与、 

交通費規定支給、敷地内禁煙

《共通項目》　期　間▶雇用期間の定めなし

友達・ご夫婦で
働きませんか！

来年度より
時給UP予定有

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

◆施設警備員　（正社員）◆清掃スタッフ　（契約社員・パート）

0123-24-0800 担当/高倉

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください。

千歳・恵庭・他 契 パ 清掃正 施設警備

 

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶店内業務全般
時　間▶ 8:00～13:00、13:00～17:00、 

17:00～22:00、22:00～翌8:00 
※選択可

給　与▶時給950円～ ※22時以降深夜割増有
勤　務▶週1日～OK
待　遇▶制服貸与、店内禁煙

恵庭市美咲野４丁目1-1

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-39-2711

恵庭 ア パ 店内業務

求人担当まで

恵庭インター店

週1日～、朝・昼・夜選べる時間帯！

5:00～8:00
19:30～23:00（千歳・恵庭送迎有）
19:30～翌4:00（千歳・恵庭・苫小牧送迎、休憩有）

1,050円

1,100円

時 給

時 給

時 

間

時 

間

22：00~翌5：00

22：00~翌5：00

・19日3/ 土18お仕事説明会
参加ください
予約不要

持
ち
物
・黒ボールペン 
・写真付き履歴書

千歳ベースで日中開催の説明会には、 
千歳駅裏（スノーショップ駐車場前）から
の送迎バスをご利用いただけます。
10時開催→9:12発　14時開催→13:12発

各回とも開始時間の5分前
までに会場へお越しください。

千歳ベース

恵庭市民会館

千歳市泉沢1007-206ヤマト運輸株式会社 千歳ベース 0123-48-3812 担当/大沼

学生・主婦(夫)・フリーター大歓迎！
★土日に勤務すると…特別手当500円/日支給
★便利な送迎バスも運行中！ ※エリアはお問い合わせください

パートスタッフ募集！！
応募の方はまずはお電話ください

◆マイクロバス運転手（パート）
期　間▶3ヶ月毎の更新（長期勤務可）
資　格▶ 要大型免許
給　与▶ 時給1,100円　※22時以降深夜割増有
時　間▶ 16:30～23:00、21:00～翌5:00 

※休憩1h、残業なし
勤　務▶ 週5日
待　遇▶  社保完備、施設内禁煙（屋外に喫煙スペース有）

◆宅急便仕分けスタッフ（パート）
期　間▶3ヶ月毎の更新（長期勤務可）
給　与▶ 時給1,150円　※22時以降深夜割増有 

※試用期間3ヶ月/時給1,100円
時　間▶ ①5:00～8:00　②10:00～18:00 

③19:30～23:00　④19:30～翌3:00  
⑤23:00～翌4:00 
※①③休憩なし、②④⑤休憩1h　※残業なし

勤　務▶ 週5日
待　遇▶  社保完備、制服貸与、施設内禁煙（屋外に喫煙スペース有）

◆宅急便仕分けスタッフ（アルバイト）
期　間▶4～5月の2ヶ月間　※単月可
時　間▶ 右記参照　 

※残業0～30分/1日
給　与▶ 右記参照　 

※22時以降深夜割増有
勤　務▶ 週3～5日　※応相談
待　遇▶  ヘルメット・安全靴貸与、送迎バ

ス有、車通勤可（時間外の場合交
通費規定支給有）、施設内禁煙
（屋外に喫煙スペース有）

※今回の募集は、高校生の方は対象外です。
ご了承ください。

ヤマト運輸 スタッフ募集 ! !
❶10:00～  ❷14:00～  ❸19:00～

❶16:00～  ❷18:00～

千歳 ア パ 宅急便等仕分け作業パ 送迎ドライバー

4月･5月の
2ヶ月
3月単月もOK！

・19日3/ 土18

16:00～19:00（千歳市内送迎有）
16:00～23:00（千歳市内送迎、休憩有）
20:00～翌1:00
21:00～翌1:00
21:00～翌4:00（休憩有） 
23:00～翌4:00（千歳・恵庭・苫小牧送迎、休憩有）
23:00～翌8:00（休憩有）

1,313円

1,375円

時給

時給


