
2021年3月19日（金） ちゃんと13

Qua ity & Discount

千歳市北陽1丁目2-1フードD365千歳店
担当/加々谷☎27-5370

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

土日勤務できる方大歓迎!!
スタッフ募集

◆レジ部門◆レジ部門
◆生鮮部門◆生鮮部門 精肉 寿司
【共通項目】
給　与▶�時給881円　　　時　間▶�8:00〜13:00
勤　務▶週4日以上で応相談
待　遇▶�雇用保険（勤務時間により加入）、�

有給休暇、制服貸与

パ 店内業務　

【受付/9〜17時】�担当/中島
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

080-1872-0741
〒061-1362�
恵庭市中島松29中島ファーム

男女共　募集!!に
仕　事▶�農作物の種まき、管理、収穫等
資　格▶�未経験者歓迎、車通勤可能な方
給　与▶�時給880円�※試用期間有
時　間▶�9:00〜15:00（変動の場合有）�

※午前のみでも対応可
休　日▶��土曜日、他応相談
勤　務▶��週4〜6日
期　間▶4月上旬〜10月末まで
待　遇▶��労災保険、交通費補助支給、車通勤可、簡易水洗トイレ有

パ 農作業スタッフ

仕　事▶�①店内業務及び、野菜のピッキング業務　�
②店内業務及び食肉加工補助�
　（パック詰め、品出しなど）

資　格▶�未経験者歓迎、PC入力可能な方
給　与▶時給880円〜
時　間▶��①10:00〜14:30　②13:30〜17:30�

※シフト制　※時間変動有
休　日▶�水、土日祝　※年に数回、土曜日出勤の場合有
勤　務▶�週2〜5日　※応相談
待　遇▶�雇用・労災保険、エプロン貸与、車通勤可

千歳市日の出3丁目16-30

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-29-3989
モトゴロウ株式

会社

お肉屋 お肉屋 
モトゴロウモトゴロウスタッフスタッフ募募

集集

パ 下記参照

子育て中の方も歓迎!

扶養内扶養内
OK!OK!

勤務先▶�JR新千歳空港駅
仕　事▶�駅舎内全般の清掃�

（男女・バリアフリートイレ含む）、�
ゴミの収集・分別、他

時　間▶�①8:50〜12:50（実働4h）�
②12:50〜19:50（実働6h、休憩1h）�
※①②シフト制

給　与▶時給875円�※試用期間3ヶ月有（同条件）
勤　務▶4週6休�※シフト制、応相談
待　遇▶�各社保完備、有給休暇、交通費規定支給、制服貸与

お電話の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。担当/安藤

女性女性
活躍中！活躍中！

北海道クリーン・システム㈱ 札幌鉄道支店 空港営業所
千歳市美々JR新千歳空港駅舎内■JR北海道グループ

駅舎駅舎清掃清掃スタッフスタッフ募
集

☎0123-45-7160 080-2877-3015

パ 清掃

千歳市桜木3丁目1-1
ラブアリス千歳桜木児童通所支援センター

児童デイサービススタッフ募集!
資　格▶�要普通免許(AT限定可)、教員免許・保育士・児童指

導員等の資格保持者、無資格・未経験者も応募可
時　間▶�10:00〜15:00、13:00〜18:00等�※応相談
勤　務▶�週2日〜�※シフト制
給　与▶�無資格・未経験者/時給950円�

資格保持者・障がい者福祉経験者/時給1,000円〜
待　遇▶�各社保完備（時間による)、交通費規定支給、車通勤可、

制服有、正社員・契約社員登用制度有、試用期間6ヵ月
勤務先▶�ラブアリス千歳桜木（千歳市桜木3丁目1-1）�

ラブアリス千歳桜木別館（千歳市桜木2丁目10-11）

☎0123-23-0081採用担当

まずはメールかお電話でご連絡ください

lovealice.chitose@gmail.com

★正社員も募集中　月給17〜22万円　※経験考慮

★入社日応相談  ★お勤め中の方もご相談ください

パ 児童デイサービススタッフ

まずはお電話ください。面接は勤務先で行います。

クリーン・ビルサービス㈱
苫小牧市寿町2丁目3-14

☎0144-36-4585

時　間▶�①7:00〜10:00�②14:00〜16:00�
※�①②のローテーション勤務となります。

給　与▶時給861円
休　日▶週2日�※応相談
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与�
勤務先▶千歳市日の出1丁目1-66

60歳以上60歳以上
の方もの方も 歓迎歓迎

入り時間・上がり時間は調整可能です。ご相談ください。

パ 清掃

◆札幌工場（恵庭市戸磯47-7）
資　格▶�未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶�短時間/5:00〜9:00　※応相談�

フルタイム/�9:00〜18:00�
11:00〜20:00�
22:00〜翌7:00　�
※休憩1h

給　与▶�時給870円〜＋交通費規定支給��
※22〜翌5時/深夜割増有

休　日▶週2日（シフト制）
待　遇▶�各種社会保険完備、有給休暇有、制服貸与、昇給有

（人事考課による）、車通勤可、交通費規定支給

◆恵庭工場（恵庭市恵南1番地）
資　格▶�未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶�12:00〜21:00��

※休憩1h
給　与▶時給870円〜+交通費規定支給
休　日▶�土・日曜��

※他2ヶ月に1回工場指定の休日有
待　遇▶�各種社会保険完備、有給休暇有、�

制服貸与、昇給有（人事考課による）、�
車通勤可、交通費規定支給

セブン-イレブンジャパン向けパンの製造をしている会社です。 スタッフスタッフ
募集!!募集!!パン製造パン製造

土日
休み

株式会社エフビーエス〒061-1405
恵庭市戸磯47-7

〒061-1411
恵庭市恵南1番地

恵庭工場札幌工場

まずはお気軽にお電話ください。 まずはお気軽にお電話ください。
受付/9〜17時�
担当/原田・本間

受付/9〜17時�
担当/大松

札幌
工場

恵庭
工場☎31-0900 ☎34-6866

パ パン製造スタッフ

千歳市信濃1丁目8番14号
千歳北交ハイヤー㈱

安心して乗務できるように全車内抗菌加工を施しております。

二種免許取得まで全面サポート!
免許取得の手配から仕事に慣れるまでお手伝いします!免許取得の手配から仕事に慣れるまでお手伝いします!

タクシーに乗ってタクシーに乗ってみませんか!みませんか!

北交ハイヤー
道内最大のネットワーク ☎23-4145応募 ［担当］渡辺・

　　　松口

就職相談・質問など親身になってお答えします!65歳以上の方・年金受給者の方も歓迎いたします。
まずは一度お気軽にお電話ください。

資　格▶�要普免（運転経験3年以上）�★AT限定可
時　間▶�［朝］①5:00〜14:30�②7:30〜17:00�

［夕・夜］①17:00〜翌2:30�②20:00〜翌5:30�
※［朝］［夕・夜］選択制�※いずれも実働6.5h、休憩3h�
※昼勤、夜勤、隔日勤、短時間バイト（応相談）

勤　務▶�4出勤後→公休→4勤務→公休→3勤務→公休の繰り返し

●賃金保障制度、仕事に慣れるまでの6ヶ月間は、どんなに売上が低くても、月25万円を支給。

取得後は、充実した10日間の教育時間があるので地理も安心です。不安なく乗務できます。
タクシードライバーは完全出来高制。売上が良ければそのままあなたの給与に。

●免許取得中は1日5,000円支給。
●入社支度金制度10〜30万円利用できます。
●しかも免許の取得費用は当社が持ちます。

（自動車学校の手配もこちらで行います。）

（ただし社内規定有）

給　与▶�歩合制�
例：�正社員/月182,962円（昼勤、25日出勤の場合）�
嘱託/月172,200円（昼勤、25日出勤の場合）�
短時間アルバイト/時給900円

待　遇▶�各社保完備、制服貸与、燃料手当、無事故手当、�
有給休暇、慶弔休暇、育児・介護休暇

正嘱ア タクシー乗務員

恵庭市戸磯616番地2

◆食品製造作業（フルタイムパート）
時　間▶�①8:00〜17:00�

②8:00〜13:00、12:00〜17:00�
※年末は早出・残業有

勤　務▶週5日
休　日▶�原則日曜、他週1日
給　与▶①時給871円�②時給861円
資　格▶�18歳以上、未経験者歓迎、長期勤務できる方
待　遇▶�［①のみ］健康保険・厚生年金［①②共通］雇用保

険、制服貸与、恵庭市内送迎バス有（他地域交通
費規定支給�※上限月1万円）、食事補助制度有

工場勤務が初めてでも

大丈夫!!

食品製造スタッフ食品製造スタッフ募集!!募集!!
主婦（夫）さん歓迎!! 長期安定です！

恵庭市内
送迎バス有

とんでん㈱ 恵庭工場
担当/大西☎34-6061

�電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
詳細は面談にて。お気軽にお電話ください。

パ 食品製造作業

仕　事▶�注文受け・配膳・会計等のホール業務、�
簡単な調理補助

資　格▶�未経験者歓迎、主婦（夫）、フリーター歓迎、年齢不問
給　与▶時給900円〜
時　間▶11:00〜15:00��　★働きやすい時間帯です
勤　務▶�シフト制�※木曜日/定休日
待　遇▶�エプロン貸与、交通費規定支給、まかない有

恵庭市
本町16-1

まずはお気軽にお電話ください。

070-5285-4977
ラーメンノボリザカ

担当/宮下

スタッフ
追加募集

2月Openしました2月Openしました
アパ 店内業務

クラーク カントリークラブ

クラーク�カントリークラブ
Clark Country ClubClark Country Club

� 電話連絡の上、�
写真付履歴書を�
ご郵送ください。

〒061-1266�北広島市三島113番地1
☎011-377-3131

仕　事▶キャディ業務
給　与▶日給8,000円〜
★�屋外で密にならない環境です。�
ゴルフ未経験の方や学生さんも大歓迎！

キャディ（期間社員・アルバイト） 仕　事▶ゴルフ用品等の販売
給　与▶時給900円〜

プロショップ（アルバイト）

仕　事▶ハウス内清掃
給　与▶時給900円〜

清掃（期間社員・アルバイト）

20212021
年度年度 スタッフ募集スタッフ募集 4月10日㈯からオープン!

クラブバスにてクラブバスにて
送迎有送迎有

研修制度
充実で
安心!!

※地域・職種によって ※地域・職種によって 
異なります。異なります。

期　間▶2021年�4月初旬〜11月下旬
時　間▶�平日/7:30〜　土日祝/7:00〜　�

※勤務時間応相談�
※早番・遅番交替制（職種によって異なります。）

待　遇▶�各種社会保険完備、制服貸与、�
クラブバスにて送迎有、自家用車通勤可（交通費支給）

共通�
項目

仕　事▶コース整備
給　与▶時給1,100円〜

コース管理（アルバイト）
1日4h程度1日4h程度
の勤務です♪の勤務です♪

期ア 下記参照

給　与▶�［平　日］時給861円�
［土日祝］時給900円

時　間▶�［平　日］10:00〜16:00の間で応相談�
［土日祝］10:00〜16:00

休　日▶水曜日（定休日）　※勤務日数応相談
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

〒061-1411　恵庭市恵南28番地

☎39-2546 担当/岩崎
【受付/10〜15時】応募

募集します

ホール
スタッフ

●高校生もOK! ●高校生もOK! 
●WワークOK!●WワークOK!

アパ ホールスタッフ

 

派 ①設備OPと補助 ②電子部品の製造補助 ③電子部品の検査・包装

■一般労働者派遣事業（派01-300021）(株)ジェイサポート 札幌市北区北7条西4丁目8-3�北口ヨシヤビル3F

0120-706-7170120-706-717
まずはお電話ください。�【受付/9〜18時】

面接地/�札幌市北区北7条西4丁目8-3�北口ヨシヤビル3F�
（JR札幌駅北口より徒歩1分）

★ご自宅近くでの出張面接・WEB面接にも対応しております♪

期　間▶即日〜長期
仕　事▶�日用雑貨やDIY商品が保管されている倉庫内でのお仕事

フォークリフト（リーチ）を使った入出荷業務、商品格納等
資　格▶�フォークリフト運転免許、学歴不問、ブランクOK
給　与▶�時給1,165円
時　間▶�8:00〜16:45（実働7時間45分）
休　日▶�土日
勤　務▶週5日　※シフト制
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、車通勤可、無料駐車場完備、

週払い可（規定有）、有給休暇
勤務先▶恵庭市北柏木町

★JR恵み野駅から無料送迎有!
★職場見学をすることも可能です!お気軽にお問い合わせください。

フォークリフトフォークリフト
作業員募集!!作業員募集!!
�時�時
給給11,,165165円円

資格と経験資格と経験
を活かせる♪を活かせる♪

モクモク作業モクモク作業
が好きな方にが好きな方に
ぴったり♪ぴったり♪

派 倉庫内でのフォークリフト作業
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