
2021年2月26日（金）ちゃんと 10

Qua ity & Discount

365恵庭店
恵庭市黄金南
6丁目10番地4

まずはお電話でお問い合わせください。
後日面接日をご相談させていただきます。 

担当/採用係☎39-5555

◆レジ《学生歓迎》
時　間▶�①8:30～17:00�

　の間で4～5h程度�
②16:00～21:00�
③17:00～22:00

給　与▶時給881～931円
勤　務▶�日数・休日応相談
待　遇▶�有給休暇、制服貸与、雇用保険、交通費規定支給

日数・休日応相談！
アパ レジ

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-32-5441
恵庭市和光町
5丁目6-1株式会社 恵庭緑化

未経験者未経験者

仕　事▶芝生の維持管理、張芝工事
期　間▶�4～12月
資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許
給　与▶�日給10,000円～
時　間▶�7:00～17:00（実働8h）
休　日▶�日曜日
待　遇▶�各社保完備（勤務による）、賞与年2回、

車通勤可
勤務先▶�恵庭市

歓迎!!歓迎!!
★�親切･丁寧指導
★賞与年2回
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期 作業員

◆セルフ給油の監視、施設維持管理
資　格▶�要普免、経験者優遇、�

危険物資格保持者（乙種第4類）
給　与▶�時給900円～��

※22時以降深夜割増有
時　間▶�8:00～23:00の間で3交替��

※シフト制
休　日▶月8日以上
待　遇▶�各社保完備（希望による）、�

交通費規定支給、制服貸与、車通勤可
勤務先▶�恵み野SS�

（恵庭市恵み野西3丁目1-5）

札幌市中央区北1条東3丁目3番地　札幌スクエアセンタービル1階
北海道エネルギー株式会社

SS給油監視スタッフSS給油監視スタッフ募集!!募集!!
男女ともに
活躍中♪

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

【受付/8～20時】�担当/村上
☎36-7000恵み野SS

アパ 給油監視スタッフ

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。
★面接は千歳営業所にて行います。

☎0123-28-2013 担当/採用係

千歳市泉沢1007-158
北宝運輸㈱千歳営業所

仕　事▶�プレカット材･製材･その他の配送�
（千歳市内、近郊、道内）

資　格▶�未経験者歓迎、経験者優遇、大型免許、�
クレーン・玉掛・フォークリフト免許保持者

給　与▶�月給270,000～330,000円
時　間▶�8:00～16:20（休憩1h）�※シフト制
休　日▶�日・祝他、GW、お盆、年末年始、�

※月6～9日（年間87日）�　�
※年間カレンダーによる

待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制
服貸与、賞与年2回、退職金制度有、有給休
暇、試用期間3ヶ月

正
社
員    ユニックユニック
運転手運転手募集!!募集!!

正 8tユニック運転手

株式
会社

未経験者未経験者ももシニアシニアもも
歓迎歓迎♪♪

◆日常清掃スタッフ
給　与▶�時給880円
時　間▶��①7:00～16:00（実働7h/休憩2h）�

②7:00～10:00（実働3h）�
③7:00～10:30（実働3.5h）�
※①～③シフト制

勤　務▶�週3～6日　※希望日数応相談�
★日曜日はお休みです

待　遇▶�労災保険、雇用・社保完備（法定通り）、�
交通費規定支給、制服貸与

勤務先▶千歳市東雲町1丁目11番

880円
時給

まずはお電話ください。面接は千歳で行います。

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/西田☎011-271-5038応募

北光管理サービス

パ 日常清掃スタッフ

千歳市豊里
2丁目10-4

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-40-7166
伊藤建設工業有限会社

[期間社員]土木作業員�
給　与▶�日給8,000円～�※能力･経験による
[期間社員]重機運転手
給　与▶�日給10,000円～�※能力･経験による
[正社員]土木施工管理技士
給　与▶�月給270,000円～�※能力･経験による

《共通項目》
時　間▶�8:00～17:00�※現場により変動有
休　日▶�日曜、お盆・年末年始
待　遇▶�社会保険（勤務時間による）、

厚生年金、雇用・労災保険、�
通勤手当（社内規定有）�

経験者･技能者は
優遇します!!

正期 下記参照

北ガスサービス(株)

〒060-0033 
札幌市中央区北3条東7丁目360番地2

※履歴書返却不可

☎011-792-8230

お客さまサービス部
業務グループ千歳採用担当

◆検針業務（業務委託）
仕　事▶�ガスメーターの検針業務�

主な担当エリア/向陽台地区
資　格▶自家用車持込可能な方
報　酬▶�月45,000～50,000円�

※試用期間3ヵ月有
勤　務▶月12日程度�
時　間▶1日3～5ｈ
休　日▶�土日祝、年末年始、お盆�

（年に3～4回土曜出勤有）
待　遇▶�交通費規定支給、�

制服貸与、車通勤可
3/5必着で写真付履歴書をご郵送ください。

ガスメーター検針スタッフガスメーター検針スタッフ募集！募集！
委 検針業務

勤務先▶�里美ハイム/恵庭市恵み野里美1丁目2-17�
若草ハイム/恵庭市恵み野北3丁目1-4

給　与▶�時給920円
時　間▶�①6:30～9:30�

②16:00～19:00�
③16:00～20:30�
④17:30～20:30

休　日▶�日曜・祝日、他シフトによる��
※春・夏・冬休み有

待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、�
有給休暇有
まずはお電話ください。

ジケイ・スペース株式会社
☎0123-36-2271

年齢・性別不問!年齢・性別不問!
学生寮での調理業務

〒061-1373�恵庭市恵み野西2-2-11

パ 調理スタッフ

ざんねんなざんねんな
マネマネ

-面接編-

これでばっちり!!これでばっちり!!

アルバイト・パートの面接でも
ビジネスマナーを大切にしま
しょう。清潔感のある服装で
訪問して、入退室の際はしっ
かり挨拶を心掛けると吉。

ラフなラフな
スタイルでスタイルで
参上！参上！

友達の家に
遊びに来た
みたい…

応募者ずかん応募者ずかん

面接に臨む態度
怖いものなし

NG度

ざっくばらん度春 の 準 備 、求 人ナビ。

㈱ヒューマンインプリンク㈱ヒューマンインプリンク
千歳支社千歳支社

一般労働者派遣事業/派01-300271 有料職業紹介事業/01-ユ-300107一般労働者派遣事業/派01-300271 有料職業紹介事業/01-ユ-300107

千歳市柏台南1丁目3-1千歳市柏台南1丁目3-1

☎0123-25-3221まずはお気軽にお電話ください♪

恵庭市 肥料袋詰めスタッフ
★体力に自信のある方大歓迎です!
期　間▶4月までの短期
資　格▶未経験者歓迎、体力に自信のある方歓迎
給　与▶時給1,150円
休　日▶土日祝
時　間▶9:00～17:00

恵庭市 電子部品製造補助業務
★細かい作業が得意な方にオススメ!
資　格▶視力1.0前後�※眼鏡等使用可
給　与▶�時給1,050円�

※22～翌5時/時給1,313円
休　日▶土日祝�※祝日のある週は土曜出勤有
時　間▶�①8:30～17:30�②17:00～翌2:00�

※①②のいずれか又はシフト勤務可

千歳市 小型部品製造スタッフ
★20〜30代男性活躍中!
資　格▶未経験者歓迎、普通自動車免許
給　与▶時給1,150円
休　日▶土日　
時　間▶8:00～17:00

共通項目

待　遇▶�交通費実費支給、�
各種保険完備

ホームページは
コチラから!

他にもお仕事あります!

ハ
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フム
　フム

土日お休みのお仕事特集!

週末はのんびりしたいあなたに…
派 下記参照

賞与年2回有 各種手当有

男女問わず幅広い年齢層が活躍中!!

介護職員等特定処遇改善加算手当
60,000円（偶数月支給）

�介護福祉士の有資格者で介護職員として
勤続10年以上の方対象で、更に

仕　事▶�入居者の介護、生活介助、生活部門の清掃・整理等
資　格▶�介護福祉士（実務経験5年以上）
時　間▶�①7:00～16:00�②8:00～17:00�③9:30～18:30�

④10:00～19:00�※①～④は休憩1h�
⑤17:30～翌9:30（休憩2h）

給　与▶�月165,000～238,500円+夜勤手当�
※資格手当・処遇改善手当込�※年齢・経験に応じ支給

休　日▶�週休2日制�※年間休日120日
待　遇▶�各社保完備、賞与年2回（3.4ヶ月分）、扶養手当、住宅手

当（規程による）、寒冷地手当（11月～3月）、有給休暇、
交通費規程支給、車通勤可（駐車場無料）、昇給年1回

勤務先▶�暢寿園（千歳市富丘2丁目7-5)�
 お気軽に下記までお問い合わせください。

社会福祉法人

千歳福祉会
〒066-0066
千歳市大和4丁目
2番1号

☎0123-49-6805☎0123-49-6805
採用担当/中尾�（受付/9:30～17:30）

［正職員］介護職員

特別養護老人ホーム やまとの里
ケアマネジャー・準介護員も募集中!

正 介護職員

産休に伴う募集です。

★土日祝休み  ★お盆・年末年始休み

一般事務募集!
期　間▶�3/11～翌3月末頃�

（産休するスタッフが復帰するまでの雇用です。）
仕　事▶�請求書処理・発行・伝票データのチェック�

(パソコン使用)、電話応対、来客応対等�
(お茶出し含む)

資　格▶�高卒以上、パソコン(Excel・Word)基本操
作可能な方、未経験者歓迎、事務経験や請
求業務の経験あれば尚可

時　間▶�9:00～17:30�※休憩1h
給　与▶�時給865円
休　日▶�土日祝(完全週休2日制)、GW、お盆、�

年末年始、有給休暇
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可

千歳市北信濃776-11�※㈱白生舎様敷地内に事務所があります。
㈱サニクリーン北海道 千歳営業所

☎0123-24-3200 担当/猿田

応募まずはお気軽にお電話ください。
面接の際には、写真付き履歴書をお持ちください。

アパ 一般事務

販売販売･･　 　 調理調理
スタッフスタッフ募集!募集!

山崎製パン㈱札幌工場恵庭市
恵南10-1

◆工場内【ヤマザキショップ】販売スタッフ
仕　事▶�工場内売店における販売・在庫管理

（作業制服・日用品・食品等の販売、在
庫量に応じた発注業務等）

時　間▶�10:30～19:00
勤　務▶�月15日～（シフト制）
給　与▶�時給930円
資　格▶�未経験者歓迎
待　遇▶�社会保険完備、交通費規定支給、�

車通勤可、制服貸与、格安食堂、�
賞与年2回（夏・冬）、昇給あり、有休あり

★★休憩室で休憩室で無料Wi-Fi無料Wi-Fiが使えます!!が使えます!!

★中央バス｢山崎製パン札幌工場前｣から徒歩5分受付/9～18時　人事採用担当まで
☎0123-34-1128応

募

◆【社員食堂】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～
待　遇▶��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

にぎやかなにぎやかな
メンツでメンツで

お迎えします！お迎えします！

未経験者
歓迎!

社員
食堂の

♪♪

パ 販売スタッフ、調理スタッフ
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