
2020 年 11 月 20 日（金） ちゃんと9

時　間▶�①6:00～9:00�②6:00～13:00�
③9:00～13:00�④9:00～17:00�
⑤13:00～17:00�⑥17:00～21:45�
⑦18:00～21:45�⑧19:00～24:00�
⑨21:45～翌6:00�⑩21:45～翌3:00

給　与▶�[6:00〜9:00]時給900円�
[9:00〜22:00]時給870円 
[22:00〜翌5:00]時給1,088円

資　格▶�高校生・主婦・フリーター・Wワーク歓迎�
期　間▶�長期、1年以内、3ヶ月のお試し有�

働く期間をご相談ください。
勤　務▶�週2日～�※応相談
待　遇▶制服貸与、車通勤可
応　募▶まずはお電話ください。面接時履歴書不要です。�

〒066-0039�千歳市富士4丁目18-8
千歳富士4丁目店

☎0123-27-4711担当/橋本

学生さん大歓迎!!
まずはまずは

お試し♪お試し♪
アルバイトデビューは
コンビニから！

時時
給給

深夜は…深夜は…

11,,088088円円!!!!

アパ 下記参照

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☎ 24-0800
電話連絡の上､写真付履歴書持参ください｡

勤務先▶�千歳乃湯�えん（千歳市真々地3丁目）
仕　事▶男女脱衣場･浴場内の巡回清掃
資　格▶�車通勤出来る方歓迎、未経験者歓迎
時　間▶�13:30～21:50の間で4.5h程度
勤　務▶�シフト制/年中無休�

★出勤日数は要相談
給　与▶�時給900円 

※18時以降は時給960円
待　遇▶�労災保険、制服貸与、交通費規定支給

親切・丁寧親切・丁寧に指導します♪に指導します♪
千
歳
乃
湯 

え
ん

浴
場
施
設
の
清
掃
業
務
！

パ 清掃員

トヨタカローラ札幌㈱ ジョイック恵庭  

仕　事▶仕　事▶��お客様よりお預かりした整備車両や展示車お客様よりお預かりした整備車両や展示車
の洗車、車内清掃、車両の引き取りや納車の洗車、車内清掃、車両の引き取りや納車

勤　務▶週4～6日
休　日▶�シフト制�

※年間所定休日106日��
※GW・お盆・年末年始の長期連休有

時　間▶�9:10～17:30
給　与▶�時給950円 

（月22日勤務の場合、月収146,300円以上可能）
資　格▶�要普通自動車運転免許（運転経験1年以上）
待　遇▶�交通費当社規定支給、社会保険完備、作業服貸与

恵庭市柏陽町3丁目194番地163

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。
写真付履歴書をご持参ください。

担当/松江･佐藤☎0123-31-1255

アットホームな職場アットホームな職場でで
一緒に車のお仕事しませんか？一緒に車のお仕事しませんか？

見学
OK！

アパ 洗車、引き取り、納車

　　　　　 経験不問!! ★有資格者優遇
　　　　　  朝は契約タクシーでラクラク通勤♪
仕　事▶�新千歳空港関係者の保安検査業務
資　格▶�経験不問
給　与▶�月給170,000〜180,000円 

（残業代含む） 
※資格手当有/10,000円迄

時　間▶�6:00～14:00、14:00～22:00、�
他（シフト交替制）�
★6時～の場合、当社契約タクシー�
　通勤可能なので安心です。

休　日▶�月7～8日以上
待　遇▶�社保完備（労災加入）、制服貸与、�

車通勤可、正社員登用制度有

北海道東急ビルマネジメント㈱

〒066-0027�千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7�1F
千歳・苫小牧営業所

新千歳空港内新千歳空港内のの
保安検査業務保安検査業務です。です。

契 保安検査業務

☎0123-22-1090
電話連絡の上、後日面接を行います。電話連絡の上、後日面接を行います。

担当/スズキ

毎年恒例！ヤマト運輸の

年末短期アルバイト 充実の
特別手当

最大10,000円
支給!!

千歳市泉沢1007-206
千歳ベース

☎0123-48-3812 担当/越
こしかわ

川

◆宅急便仕分けアルバイト
仕　事▶�ⓐ宅急便などの仕分け�ⓑ運転助手�ⓒ検問などのお仕事
資　格▶�未経験者・フリーター大歓迎、学生歓迎（高校生不可）
給　与▶�表参照
勤　務▶�週3日～�※応相談
時　間▶�表参照
待　遇▶�送迎バス有、車通勤可（一部交通費支給有）、ヘルメット・安全靴貸与

まずは面接会へお越しください！
写真付き履歴書と黒ボールペンだけをお持ちいただき、
お気軽にお越しください♪

開
催
日
時

2021年1月から働ける方も募集中！
※年末募集とは条件が異なります。詳しくはお問い合わせください。

●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。 ●日中開催の面接会には千歳駅裏発の送迎バスをご利用いただけます！●千歳ベース10時開催は9:12発のバス、14時開催は13:12発のバスにご乗車ください！

最 終 募 集  千歳
【会場】
千歳ベース

 恵庭
【会場】
恵庭市民会館

末
広
大
通

幼
稚
園

駅
大
通

JR千歳駅
千歳ステーション

プラザ
千歳郵便局

鉄北通

中央大通←札幌 苫小牧→

交番

↓千歳ベース行き送迎バスはこちらから↓12月単月

勤務時間 12月時給 特別手当 送迎ルート
① 16:00〜19:00（休憩なし） 1,100円

1日 
2,000円

12/22〜26
の5日間

千歳（昼）

② 19:30〜23:00（休憩なし） 1,300円 22時以降1,625円
千歳（夜） 恵庭

③ 19:30〜翌4:00（休憩1h） 1,400円 22時以降1,750円

④ 20:00〜24:00（休憩なし）

マイカー通勤⑤ 21:00〜翌1:00（休憩なし） 1,400円 22時以降1,750円

⑥ 21:00〜翌4:00（休憩1h） 1,400円 22時以降1,750円

⑦ 23:00〜翌4:00（休憩1h） 1,400円 22時以降1,750円 千歳（夜） 恵庭

終了しました。終了しました。

ア 宅急便等仕分け作業

11/21(土）〜27（金）の
期間毎日開催 11/21（土）・22（日）の2日間

16時/18時10時/14時/19時

まずはお電話ください！ お問合せのみもOK！ 面接日は相談の上決定します。

見学してから応募もOK！朝の3時間だけでWワークもしやすい♪ 勤務先選べます！

�勇払郡安平町早来源武275
ノーザンファーム応募

行こう 良いホース

0120-15-11430120-15-1143

◆牧場作業スタッフ（馬に触れる作業はありません）
仕　事▶�ⓐ馬が別棟にいる間に、敷いてあるワラを取り替える作業�

ⓑエサが入っている器の洗浄�
ⓒ厩舎および厩舎周辺の掃き掃除�
※ⓐ～ⓒを適性に合わせて5～6人で分担

資　格▶�未経験者歓迎、かけもちOK、車通勤が可能な方
時　間▶�6:15～9:15（実働3h）�

※�配属先により開始が30分程度前後する場合有（3h
勤務は固定。残業はありません。）

給　与▶�日給3,000円〜 
※月収例/月26日勤務の場合、月78,000円〜

勤　務▶①週6日�②週5日�※①②選択可
休　日▶�［週6日勤務］日曜定休、夏季・冬季休暇�

［週5日勤務］週休2日制（日曜、他1日）
待　遇▶�労災保険、車通勤可、交通費規定支給、夏季・冬季ボー

ナス有、忘年会等のイベント有、定期健康診断、食堂
利用可

勤務先▶�下記①②からお選びください。�
①ノーザンファーム早来�
　（勇払郡安平町早来源武275）�
②ノーザンファーム空港（苫小牧市美沢114-2）

接客
なしで

牧 場 作 業

モクモク
おしごと♪

20〜60代、幅広い世代が活躍中！20〜60代、幅広い世代が活躍中！

さっそくさっそく
応募だ！応募だ！

週6日・週5日
選べます！
年2回（夏季・冬季）
ミニボーナス支給！

スタッフ募集!!

ア 牧場作業スタッフ

面接は随時ご都合に合わせて行います。
※夜間や土日もご都合に合わせて行います。

八
ハ ッ シ ン

神エモーション
札幌市清田区美しが丘1条1丁目2-7　�業務請負業・労働者派遣業�派01-300216�〈自社求人情報サイト〉http://www.e-hasshin.com/

株式
会社

【受付】平日9:00～18:00
※上記時間以外は直接サトウへ

0120-084-842
090-7640-9420

（ハマダ）

（サトウ）

◆家電に関する部品の製造検査補助
【派遣】千歳市　■交替勤務、週2日休み
給　与▶�時給1,100〜1,220円（昇給有）
時　間▶�①6:15～14:30�②14:15～22:30��

③22:15～翌6:30�※いずれも実働7.25h�
※残業月平均10～20h程度

休　日▶�週休2日（シフト制）、その他大型連休�
※年間休日121日（有休奨励日を含む）

待　遇▶�有給休暇有、交通費別途支給、各種保険有、�
制服無料貸与

時給1,220円まで昇給あり 年2回の報奨金あり（4〜20万円）

�現在活躍中のスタッフも、未経験
からのスタートです！
職場環境が良いので、皆様長期で
安定して就業中！

★資格・経験は問いません！

★ JR千歳駅と無料の1R寮から�
無料の送迎あり！

まずは、お気軽にお電話ください。　現在就業中の方も応募OK！

追加従業員募集追加従業員募集!!業績好調により

派 家電に関する部品の製造検査補助

通所リハビリ通所リハビリ
未経験者OK 資格不問

アシスタントアシスタント

〒066-0034 千歳市富丘1丁目618-6  
医療法人社団 豊友会 千歳豊友会病院 人事担当宛

☎24-4191
電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。�

仕　事▶�通所リハビリ送迎時の乗降介助、�
リハビリテーション実施時の補助業務�
※詳細は面談にてお伝えします。

資　格▶�未経験者可�
60歳まで�（定年雇用止めの為、更新有）

給　与▶�時給950円
時　間▶�①7:30～13:00�②7:30～17:30�

③7:30～18:00�④8:00～13:00�
⑤13:00～18:00�※①～⑤のシフト制

休　日▶土・日曜、祝日
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

［パート］

◎扶養内勤務については要相談

パ 通所リハビリアシスタント

（医）豊友会 千歳豊友会病院
Chitose Houyukai Hospital

支
え
て
あ
げ
た
い

ひ
と
が
い
ま
す
。

通所リハビリアシスタント

調理&人事 スタッフ募集!!

にぎやかなメンツでにぎやかなメンツで
お迎えします！お迎えします！

☎0123-34-1128
受付/8～19時　人事採用担当

まずは、お気軽に
お電話ください。

◆社員食堂での調理スタッフ
仕　事▶�工場内食堂での調理・盛り付け等
時　間▶�4:00～8:00�※残業の可能性あり�

※早朝のお仕事です！
勤　務▶�週2～4日(応相談)��※扶養内勤務もOK!
給　与▶�時給1,200円〜

山崎製パン㈱札幌工場
★JR恵庭駅から送迎バスあり��恵庭市恵南10-1

◆人事スタッフ
仕　事▶�書類の整理整頓や制服・帽子の準備など
時　間▶�16:00～21:00の間で実働4～5h（休憩なし）�

※その他の時間帯は応相談
勤　務▶�週2～4日(応相談)�

※扶養内勤務もOK!�
★休日希望、聞かせてください。

給　与▶�時給950円

元気・笑顔の
ある方

大歓迎!!

★�経験者・未経験者ともに大歓迎!!�
仕事は丁寧に教えます♪

扶養内
OK

扶養内
OK

アパ 調理スタッフ　パ 人事スタッフ

待　遇▶��社会保険完備（勤務時間による）、昇給あり（規定あり）、賞与年2回（夏・冬�※規定
あり）、有休あり、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、格安食堂・売店あり

共通
項目


