
2023年3月24日（金）ちゃんと 18

詳しくは 
HPを 

チェック！

［受付］9～18時
［担当］今成（いまなり）0123-25-3247

お気軽にお電話ください！

千歳市大和
2丁目3-7

今春施設開設に
向け、

追加募集!
オープニングスタッフ

千歳 ア パ 介護スタッフ

仕　事▶施設での介護業務
期　間▶1年毎の更新制 ※原則更新
時　間▶ ①6:00～21:00 実働4～8h 

②21:00～翌6:00 実働8h 
※残業なし

給　与▶ 時給920～1,100円　 
※22時以降深夜割増有 
※試用期間3ヶ月/時給920円

勤　務▶週2～5日 ※応相談
待　遇▶ 社会保険完備（時間による）、雇用・労災保険、 

交通費規定支給、車通勤可、賞与年2回
勤務先▶ グループホーム 幸福 (4月1日OPEN予定) 

共生型ケアホーム やさしい介護幸福

期　間▶ 入社希望日～4月末まで 
（5月～翌年4月の1年契約更新）

勤務先▶ トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター
仕　事▶ 新車の洗浄ラインでの車内清掃。掃除機がけや、

シートの拭き掃除など、簡単な作業です。
休　日▶ 日曜・祝日、他シフト制（年間所定休日108日） 

★GW・お盆・年末年始の長期連休有  
★シフト応相談

時　間▶ 9:00～17:00 （休憩1h、繁忙期により残業有）
※時短勤務可

給　与▶ 時給970円～ 
（1日7h×970円×22日＝149,380円）

資　格▶ 要普通自動車運転免許（運転経験1年以上）、 
65歳未満（定年雇い止めのため）

待　遇▶ 車通勤可、無料P有、交通費当社規定支給、社会
保険完備、作業服貸与、有給休暇有、能力に応じ
て昇給有、施設内禁煙

恵庭市北柏木町3丁目73

まずはお気軽にお電話ください。面接日時をお知らせします。
写真付履歴書をお持ちください。

トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター
担当/ 三浦・傳法(デンポウ)0123-47-8000

増員募集!!
簡単作業!

扶養内OK！

未経験者歓迎!

恵庭 契 洗浄ライン作業

新車洗浄ライン
恵庭 パ 食器洗浄

◆野菜苗・花苗の定植、出荷までのハウス内作業
給　与▶時給940円
時　間▶  8:00～17:00の間で応相談 

（昼休憩12:00～13:00）

33-3303
お気軽にお問い合わせください。

受付/10～16時(月～金）
担当/桑山

有限会社 中央園芸 〒061-1403
恵庭市中央164番地

◆苗の生産・配送作業 
　《体力に自信のある方歓迎!!男性スタッフ活躍中!!》
給　与▶時給1,000円
時　間▶  8:00～17:00（昼休憩12:00～13:00）

苗の生産から出荷までのお仕事です

【ハウス内作業】勤務時間帯ご相談ください！

【苗の生産・配送作業】時給1,000円!!

9:00～12:00
8:30～12:00
9:00～15:00など

例

初めての方・8～17時で働ける方も歓迎!!

《共通項目》
期　間▶ 即日～6月の間で応相談　 

※10月末くらいまで延長の場合有 
　（5月下旬に打診します。）

資　格▶ 公共交通機関がないため、車で通える方歓迎 
※恵庭市内送迎有、応相談

休　日▶ 日曜日（希望休みは対応可能）
待　遇▶     受動喫煙対策有

恵庭 ア パ 生産・配送作業

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▶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▶ 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）

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ ①空港で使用しているカート整理、 

②・③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雇用保険（時間による）

《共通項目》

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

千歳 正 パ 清掃

新千歳空港で働こう!!

事業許可番号/労働者派遣事業 派 13-010538　有料職業紹介13-ユ-010554

千歳市幸町6丁目18-3 
千歳駅前ビル2Fランスタッド株式会社 千歳支店

受付時間/9:00～18:00
050-1744-6601

お気軽にお問い合わせください
WEB応募は24時間受付中!!

お仕事の詳細
求人検索は  
こちら▶

千歳 契 食器洗浄

4月スタート★千歳市内送迎あり！
＼ 長期！カンタン軽作業 ／

《長く続けられるワケ》 
◎ 一緒に働くのはランスタッドの仲間 
和気あいあいとした雰囲気です。
◎ ランスタッドの社員が常駐してるから 
困ったらすぐに相談できちゃう♪

【契約社員】食器を洗う軽作業
仕　事▶ 食器を洗って、拭いて、片付けるだけ♪

シンプルな内容が人気。
時　間▶ ①8:00～17:00 

②9:00～18:00 
③12:00～21:00 
※①～③いずれか固定 
※休憩1h、実働8h 
※状況により残業1h程度/日

給　与▶ 時給1,100円
期　間▶ 2023年4月～長期(3ヶ月以上)
休　日▶ 週休2日（シフト制）
待　遇▶ 各種社会保険完備、交通費支給、JR・

マイカー通勤OK、無料駐車場完備、
制服貸与、屋内禁煙（喫煙場所あり） 
千歳市内送迎有(エリア・勤務シフト
による)

勤務先▶千歳市

新千歳空港直結！車通勤もOK！ 勤務日数応相談

長期勤務
できる方
歓迎

《共通項目》
期　間▶長期（雇用期間の定めなし）
勤務先▶ポルトムインターナショナル北海道　（千歳市美々 新千歳空港内）
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、送迎有、制服貸与、屋内喫煙スペース有

3万円支給
（規定有）

円

1,100~
1,300

入社祝金 時給

◆ クリーンコーポレーションでは、スタッフの皆様が長く働けるように様々な改善に取り組んでいます。

㈱クリーンコーポレーション
総合ビル管理･労働者派遣事業(派01-300248)

まずはお電話ください。面接は勤務先で行います。

札幌市中央区南22条西6丁目2-25 エムズ南22条 第3ビル4階0120-112-478《受付》平日9:00～18:00

仕　事▶ ベッドメイク、客室内・浴室の清掃、アメ
ニティ補充、ごみ回収・分別等

資　格▶ 年齢・経験不問、未経験者歓迎、学生・フ
リーター・主婦（夫）歓迎、Wワーク・副業
OK、ブランクOK

給　与▶ 時給1,300円　 
※月収例/時給1,300円×1日5h 
　×月20日勤務＝月収130,000円

時　間▶ 9:30～14:30 
※実働5h　 
※ホテルの稼働状況により時間変動有

勤　務▶週3～5日(シフト制)

仕　事▶ ホテル内共用部の拭き掃き掃除等
資　格▶ 未経験者歓迎、フリーター・主婦（夫）歓迎、

Wワーク・副業OK、ブランクOK、20歳以
上（喫煙可能場所での勤務があるため）

給　与▶ 時給1,100円　 
※月収例/時給1,100円×1日5h 
　×月20日勤務＝月収110,000円

時　間▶ ①9:00～14:30　※実働5.5h 
②16:00～20:00　※実働4h 
※①②選択可（通し勤務も可）、 
　いずれも残業なし

勤　務▶ 月10～20日程度(シフト制、応相談)

◆ 客室清掃 ◆ ホテル内共用部清掃

千歳 ア パ 客室清掃、共用部清掃

送迎有!

月20日
程度の
勤務

早朝
・深夜
手当有

株式会社 ニッコクトラスト担当/大瀬
受付/平日
8:30~17:30

時　間▶  ⓐ5:30～9:30　 
ⓑ17:30～21:30

給　与▶ 時給1,600円 
※早朝・深夜手当別途支給

期　間▶半年毎の更新制　　勤　務▶ 月20日程度
時　間▶基本残業なし。状況により残業をお願いする場合有（可能な方のみ）
待　遇▶制服貸与、車通勤可、交通費全額支給、敷地内禁煙　　
勤務先▶恵庭市黄金中央5丁目(JR「恵庭」駅徒歩8分)

時　間▶  ⓐ5:30～9:30　 
ⓑ17:30～21:30 

給　与▶ 時給1,400円 
※早朝・深夜手当別途支給

時　間▶ ⓐ6:30～9:30　 
ⓑ18:30～21:30　

給　与▶時給1,000円

札幌市北区北7条西2丁目 37山京ビル205号
応
募 011-737-7510

070-1238-0420

4/1から勤務開始!パートさん募集!
調理師 調理員 調理補助

共通
項目

恵庭 ア パ 調理師、調理補助

土日は
出勤時間が
1時間程度
早くなります

40名の
学生さん、
同じメンバー
です

車通勤
OK

部活で頑張る40名の学生さんへ、お食事提供のお仕事!

ⓐⓑの時間帯
選べます! 
両方勤務も
OK

勤務開始日 
相談に応じ 
ます！

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▶ 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

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ご案内・オーダー取り・配膳・下げ膳・レジ等
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・学生（高校生可）・シニア歓迎
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

勤　務▶週2～5日で希望日数ご相談ください。
給　与▶【一般】時給950円～　【高校生】時給930円～
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

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 ホール

資格を生かして 
一緒に頑張って 
みませんか!!

日祝勤務で

時給＋100円 高校生
OK！

千歳 ア パ 販売

販売スタッフ大募集 ! !

仕　事▶ 牛乳・ソフトクリーム等の販売、接客、 
品出し、レジ打ち等

勤務先▶ Milk Stand 北海道興農社 
（新千歳空港国内線ターミナル2F）

Milk Stand

仕　事▶ 北海道産ワイン・チーズ等の販売 
（商品の販売・補充・レジ・発送の受付等）

勤務先▶ Wine&Cheese 北海道興農社 
（新千歳空港国内線ターミナルビル2F）

Wine & Cheese

勇払郡安平町早来富岡210-20
受付/平日9:00～17:30
担当/田仲0145-26-2800

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

期　間▶長期
資　格▶ 未経験者・経験者共に歓迎、フルタイム・土日

勤務できる方歓迎、学生不可
給　与▶ 時給1,000円～(試用期間3ヶ月/時給

960円)
勤　務▶ 週3～5日
時　間▶ 7:30～20:30の間で実働7.5h ※休憩1h 

※残業通常は無し、繁忙期は月/10h以内
休　日▶  月8～10日以上 ★希望に応じます！
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、社員割引有、空

港施設内割引有、制服貸与、有給休暇、喫煙所有

共
通
項
目


