
2023年3月24日（金）ちゃんと 20

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▶ シャトルバスドライバー
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） 
15:45～24:30（7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▶ 新千歳空港 C駐車場
電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

募集!!
シャトルバス
ドライバー

【平日／9～18時】
担当/スズキ

千歳 契 シャトルバスドライバー

【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!
1,000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。

26-3570
080-5729-7602（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

㈱クリーン開発
〒066-0019千歳市流通1丁目4番7号

■ ビルメンテナンス・廃棄物収集運搬処理・ハウスクリーニング

詳しくは
HPで !

0123-24-7787《担当》
金子

Web応募も 
出来ます!

コチラから
チェック!!

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 電話・来客応対、販売管理（PC入力）、備

品管理等
給　与▶ 月給188,000円～ 
時　間▶ 8:30～17:30  

※休憩1h、状況により残業の場合有
休　日▶ 土、日、年末年始 ※土は、月1回程度出

勤、祝日は勤務の場合有
待　遇▶ 賞与年３回、燃料手当年2回､家族手

当10,000円/人､交通費規定支給、社
保・雇保、退職金有、受動喫煙対策有

勤務先▶本社（千歳市流通）

千歳 正 総務業務全般

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▶ ①8:30～13:00 ②17:00～21:00 

※残業、休憩なし ※土日祝のみ可
勤　務▶ 週4日程度

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▶  ①7:30～12:00 ②12:00～15:30 

③7:30～15:30 ※残業なし 
※③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 ※土日勤務できる方

勤　務▶ 週3～4日
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

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

の募集ですデリカ部門
千歳・恵庭 ア パ デリカ

恵庭市牧場281-2らくだ軒 恵庭店

39-2821

39-2051

応募

応募

受付/10～17時 
担当/古名（フルナ）

期　間▶即日～11月下旬
仕　事▶ 接客、料理の提供、お会計、調理業務、食器洗浄等 

ビュッフェスタイルのレストランです！ 
難しい作業はありません。

時　間▶ 9:00～17:00の間で3～7h（時間帯応相談） 
※6h以上で休憩1h、残業なし

資　格▶ 経験者・未経験歓迎、学生歓迎、高校生可
給　与▶ 一般/時給1,000円　高校生/時給950円～ 

（4～10月の土日祝は＋50円で時給1,050円）
勤　務▶ 週1～5日、1週間毎のシフト制（勤務日数応相談）
待　遇▶ 無料送迎バス有（JR恵庭駅から）、交通費規定支給、車通

勤可、食事補助制度有、制服貸与、労災保険、有給休暇制度
有、65歳定年制（定年雇い止めのため）、受動喫煙対策有

応　募▶ ご希望の店舗へお電話ください。

共
通
項
目

扶養内勤務・フルタイム
働き方応相談

学生アルバイト
大歓迎

JR恵庭駅から
無料送迎バス有

期　間▶ 長期
仕　事▶ イタリアンレストランでの接客業務、 

ピザやパスタの調理業務、食器洗浄等
時　間▶ 9:00～18:00の間で3～8h（時間帯応相談） 

※6h以上の勤務で休憩1h、残業なし

恵庭市牧場262-6Ten-Man森のレストラン
受付/10～17時 
担当/杉井

◆らくだ軒 ◆森のレストラン Ten-Man

恵庭 ア パ ホールスタッフ、キッチンスタッフ

仕　事▶生ハム・ソーセージの製造補助
時　間▶ 9:00～17:00 

※8h以上勤務で休憩1h、残業なし
給　与▶時給1,007円～（4/1～時給1,010円）　
勤　務▶週4日～、シフト制 ※応相談 ※日曜・他休み  
勤務先▶安平町

人気のお仕事

㈱アスクゲートノース
千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F

当社は「社団法人 日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号 派01-300587

24時間受付OK！お気軽にお電話ください。
0120-172-642

求人説明会 9:00～12:00内のお好きな時間にお越しください。

履歴書不要、服装も自由。
お気軽にお問合せください！

仕　事▶ ①パスタの加工 
②コロッケの包装

時　間▶ ①12:00～21:00 
②17:00～22:00 
※休憩1h、月20h程度残業の可能性有

給　与▶時給1,000円～ 
休　日▶ 土日祝（土曜は月2回程度出勤の可能性有）
勤務先▶恵庭市

事前見学有

仕　事▶空港店舗での接客・販売スタッフ
時　間▶  8:00～20:00内の4～8h応相談  

※6h以上勤務で休憩45分～、残業なし
給　与▶時給1,100円～
勤　務▶ 週3日～、シフト制 ※応相談　
勤務先▶千歳市

事前見学有

仕　事▶野菜洗浄・調理・盛り込み
時　間▶ ①5:00～14:00 

②7:30～16:30 
③9:00～18:00 
④12:00～21:00 
※いずれか希望制 ※休憩1h、残業なし

給　与▶時給983円～（4/1～時給1,007円）
勤　務▶週4日～、シフト制 ※応相談
勤務先▶千歳市

②③送迎有

期　間▶長期 
待　遇▶ 各社保完備、日払い有（規定有）、 

受動喫煙対策有、送迎有

《共通項目》

3/29水 千歳市民文化センター 4F 小会議室2

千歳・恵庭・他 派 加工・包装、製造補助、接客・販売、洗浄・調理・盛り込み

勤務先▶新千歳空港旅客ターミナル
仕　事▶新千歳空港内 日常清掃
時　間▶ ⓐ【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 
ⓑ【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
休　日▶シフト制 ※応相談

(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

①空港にお勤めの方のWワークもOK!!パ

《共通項目》

勤務先▶ 千歳市開基記念総合武道館/千歳市あずさ1丁目3-1
仕　事▶ 外周・館内清掃
資　格▶不問、未経験者歓迎
給　与▶ 時給930円
時　間▶  8:00～17:00、7:00～16:00、6:00～15:00

※実働7.5h、残業なし
勤　務▶ シフト制

勤務先▶千歳市葬斎場/千歳市根志越1365
仕　事▶ 主に施設の日常清掃。他にペットの 

火葬受付やご遺族様への案内業務。
資　格▶不問、未経験者歓迎、車通勤可能な方
給　与▶時給920円
時　間▶ 8:45～17:15　※実働7h　 

※休憩1.5h、残業なし
勤　務▶ 月12日 ※応相談 ※シフト制（友引、元日はお休み）

勤務先▶ 千歳市開基記念総合武道館/千歳市あずさ1丁目3-1
仕　事▶ 床面の拭き掃き、ガラス清掃、各室・シャワー室・ 

トイレなどの日常清掃業務
資　格▶不問、未経験者歓迎
給　与▶ 時給920円
時　間▶ 8:00～12:00 

※13:00～17:00も勤務できる方尚可
勤　務▶ 週2～4日　※希望応相談

勤務先▶ コインランドリー千歳北陽店/千歳市北陽1丁目
仕　事▶ コインランドリー内の日常清掃業務 

（ 床面の掃き拭き、洗濯・乾燥機内ドラム清掃等）
時　間▶ 8:00～15:00の間の1.5h
給　与▶時給1,000円（交通費込み）
勤　務▶週3～4日

期　間▶1年毎の更新制（長期）
待　遇▶ 各社保完備（①③⑤のみ、条件により②）、 

制服貸与、交通費規定支給(①②③⑤のみ)、 
受動喫煙対策有

勤務先多数あります!!
清掃スタッフ募集

千歳 契 パ 清掃

③体を動かすのが好きな方にオススメ 契

⑤午前中のお仕事です パ

④短い時間を有効活用 パ

②月12日、無理なく働けます！ パ

千歳・恵庭

期　間▶雇用期間の定めなし
時　間▶ 月・火・水曜日/9:00～17:00

の間（作業内容によって変動有、
応相談）　※休憩30分 
木・金曜日/1地域、2h程度～

給　与▶ 時給950円　　
勤　務▶ 週4～5日 ※応相談
資　格▶ 年齢不問、車通勤できる方
待　遇▶ 社会保険なし、交通費規定支給、 

敷地内禁煙　※委細面談にて 

パ 業務スタッフ

まずはお気軽にお電話ください！

千歳市北斗4丁目13番20号

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

木

金
300軒程度で、配布地域はその都度変わります。
※詳細は面接の際にご説明いたします！

　　　　  の配布

水 チラシの折込、梱包

火

月 折込チラシの
仕分けや
チラシの荷受け

一
週
間
の
主
な
流
れ

0123-27-0911

いよいよ
OPEN

3.25

まずはお気軽にお電話ください。
担当/佐藤・菊池

0123-21-2111〒066-0005　千歳市協和1392番地
新千歳カントリークラブ
全国147コースを運営するPGMグループです。

休　日▶月7日
資　格▶18歳以上、車通勤できる方
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、

制服貸与、社員食堂有、敷地内
分煙、PGMグループゴルフプ
レー優待制度、有給休暇制度、
健康診断有

期　間▶4月～11月中旬
仕　事▶ お客様の進行管理、接客、ゴルフバッ

グの積込・積下ろし作業等
給　与▶ 時給980円
時　間▶ 平日/6：30～18：30 ※休憩1h 

土日祝/6：00～18：30 ※休憩1h 
季節により変動有 

※上記の間で7.5～8h 
※残業月/0～10ｈ程度 短時間勤務もご相談ください。

◆スタート室ポーター/フルタイム

千歳 期 スタート室ポーター

一緒に頑張り
ましょう!

千歳 正 パ 歯科衛生士パ 助手・器具洗浄、準備

《共通項目》
期　間▶雇用期間の定めなし
休　日▶ 週休2.5日
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、敷地

内禁煙 
【正】社保完備、昇給有年1回、賞与有年2回 
【パ】労災・雇用保険

週4.5日勤務 週休2.5日

医）住吉歯科医院 千歳市住吉3丁目14-14
http://sumi-dc.net/

採用係0123-23-7005応募

資　格▶ 専門学校卒以上 
★今春卒業予定の方、 
   ブランクがある方も大歓迎

時　間▶ 9:30～19:00（月・火・木・金・土曜） 
（水曜は休診、土曜は13:00まで）

給　与▶ 月給220,000円～ 
試用期間2ヶ月/時給1,200円

❶歯科衛生士/正社員

❷歯科衛生士/パート
資　格▶歯科衛士、経験者優遇
時　間▶9:30～13:00 15:00～19:00
給　与▶ 時給1,400円～ 試用期間2ヶ月/時給1,200円
❸助手・器具洗浄、準備/パート
資　格▶ 未経験者OK、経験者尚可
時　間▶15:00～19:00
給　与▶ 時給1,100円～ 試用期間2ヶ月/時給950円


