
2021年5月7日（金） ちゃんと9

時　間▶��①6:00〜9:00�②9:00〜18:00の間で4〜5h�
③17:00〜22:00�④21:00〜翌6:00��
⑤2:00〜8:00�※通し勤務も可�※他応相談

勤　務▶�週2日程度
給　与▶�時給865円以上��

※22～翌5時は時給1,100円
待　遇▶�制服貸与、昇給有、車通勤可、諸手当有、
������������お祝い金有（規定有）

恵庭バイパス店
恵庭市黄金南7丁目18-6

担当/菊田☎34-5336応募 面接時履歴書不要!!

みーーーんな大歓迎!!みーーーんな大歓迎!!

土日のみ
平日のみ 深夜のみ

早朝のみ
日中のみ

Wワークも バイトデビューも

すぐ働けます！！
恵庭 ア 店内業務全般

仕　事▶�土木現場での作業
給　与▶�月給250,000～380,000円
資　格▶�要普通免許、経験者優遇、未経験者歓迎
時　間▶�8:00〜17:00
休　日▶�日曜日、その他
待　遇▶�各社保完備、制服貸与、�

賞与有、資格取得支援制度有
勤務先▶�千歳市近郊

土木作業 正社員募集!

千歳市みどり台
北1丁目4番6号

【受付/9〜17時】
担当/桜井

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-4195
㈱ヒロトミ建設

千歳 正 土木作業員

� 男女ともに活躍中!

(株)東洋実業�恵庭営業所
恵庭市黄金中央1丁目13-11��クレール黄金1F

応募☎33-8225 ［担当］
採用係

◆施設警備/車両の入出庫受付、簡単なPC操作有
時　間▶�①9:00〜18:00�②18:00〜翌9:00�

③9:00〜翌9:00�※シフト制
勤　務▶�月14日程度
給　与▶�月給170,000円以上
待　遇▶�社会保険完備、有給休暇、制服貸与、交通費規定支給
勤務先▶千歳市泉沢/TAA北海道会場

170170,,000000円円
月月
給給

以上!!以上!!

千歳 契 施設警備

仕　事▶�まかない作り、洗濯等
資　格▶�未経験者歓迎、60歳まで(定年雇用止めのため)�

※再雇用制度有/65歳まで
給　与▶�時給890円～�※頑張り次第で昇給有
時　間▶�8:30〜16:30（休憩有）
勤　務▶週2〜3日（シフト制週2〜3日（シフト制�））
待　遇▶交通費補助有

㈱西洋軒 千歳市千代田町
1丁目1-7

☎23-2216電話連絡の上、写真付履歴書を
お持ちください。【担当】岩崎

RESTAURANT

SEIYOKENSEIYOKEN

裏方のお仕事です。接客はありません。

★扶養内勤務OK! ★頑張り次第で昇給有!

簡単な家庭料理が 簡単な家庭料理が 
出来れば大丈夫です♪出来れば大丈夫です♪

千歳 パ 炊事係

勤務先▶�JR島松駅〜JR恵庭駅、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▶�現場による�

例/JR新千歳空港駅の場合�
　�①8:50〜12:50（実働4h）�
　�②12:50〜19:50（実働6h、休憩1h）�※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

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

☎0123-45-7160 080-2877-3015

駅舎清掃駅舎清掃スタッフスタッフ
募集!募集!★女性活躍中!★女性活躍中! ★勤務先多数!★勤務先多数!

千歳・恵庭 パ 清掃

ノルマ等なし！お話好きの方歓迎です♪

書籍の案内業務です。
20〜50代幅広い年代が活躍中！

資　格▶�簡単なPC入力が出来る方、未経験者歓迎
給　与▶�時給861円（試用期間3ヶ月位/同時給）�

※能力次第で時給UP
時　間▶��10:30〜17:30　※応相談
休　日▶�土日祝、年末年始（10日位）、GW（10日位）、お盆（3〜4日）
勤　務▶�週3〜5日
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、昇給有

〒061-1353��恵庭市島松本町1丁目5-11☎︎0123-25-6197

まずはお気軽にお電話ください

080-7195-5788
有限会社オフィスブレーン

お休みお休み
充実♪充実♪

担当/あさひ

（電話先は書店のみ）

恵庭 ア パ 電話営業販促

ブランクある方もご相談ください
仕　事▶�歯科衛生士
資　格▶有資格者
給　与▶�月給157,000～200,000円�

※歯科衛生士手当を含む、能力・経験により優遇
時　間▶��9:30〜18:30
休　日▶�水･日曜、祝日、GW、お盆、年末年始
待　遇▶�社保完備、昇給年1回、賞与年2回、皆勤手当（月1万円）、

歯科衛生士手当（月1万2千円）、交通費規定支給、�
車通勤可、制服貸与

医療法人社団 日本矯正歯科学会認定医

〒066-0062　千歳市千代田町6丁目41

まずはお電話のうえ、
写真付履歴書をお持ちください。

☎42-0187
担当/採用係

歯科衛生士歯科衛生士 募集!! 募集!!
千歳 正 歯科衛生士

急募急募
食事補助有!!

株式会社ニュー三幸 小樽市稲穂1-3-6
サンモール1番街

Since1954

期　間▶即日〜11月中旬
資　格▶�公共交通機関がない為、車通勤できる方
給　与▶�①時給950円～��

②時給900円～��
③時給1,200円～�
※③は試用期間2ヶ月有/時給1,000円

時　間▶�(a)6:00〜12:00�(b)9:00〜16:00�
※その他6:00〜18:00の間で6h勤務

勤　務▶�週3〜5日�※応相談
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、�

食事補助有（1食160円）
勤務先▶��恵庭カントリークラブ�クラブハウス内�

レストラン（恵庭市盤尻53番地2）

【受付/9〜17時】
 ※12〜14時は除く

まずは、お気軽にお電話ください。
☎0123-32-3311

①レストラン接客 ②調理補助・洗い場
③調理スタッフ（調理師免許保有者）

恵庭カントリークラブ恵庭カントリークラブのの

ゴルフ場レストランゴルフ場レストラン

恵庭 ア パ 接客、調理

正社員2職種募集!!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭市住吉町
2丁目1-3富士交通㈱
担当/金田一☎0123-33-6271☎0123-33-6271

待　遇▶�社保完備、試用期間3ヶ月有《共通項目》

時　間▶�日勤/8:00〜17:00（実働8h）��
　　�※時間外勤務有�
隔日勤務/8:00〜24:00�
　　　　�※早出・時間外勤務有�
※�日勤・隔日勤務のシフト制

休　日▶シフト制
給　与▶�月給15万円～��

※売上により歩合給追加支給
資　格▶�普通二種以上�

ハイヤー
乗務員

〈正社員〉

女性も
活躍できる!

トラック
乗務員

〈正社員〉 仕　事▶�トラックでの配送業務
時　間▶�7:00〜16:00��

※早出、時間外勤務有
勤　務▶�週5〜6日�※シフト制
給　与▶�4t/月23万円～��

8tクレーン付き/月25万円～
資　格▶�中型免許

恵庭 正 トラック乗務員、ハイヤー乗務員

年齢・性別不問!!無資格・未経験者OK♪

グループホーム安平の郷勇払郡安平町安平675-16

担当/アリキ☎0145-26-3301応募

◆グループホーム介護職員
時　間▶�①8:30〜17:30�

②17:00〜翌9:00�（夜勤/月5回程度）�
※①②のシフト制（4週8休）

◆夜勤専従
時　間▶�17:00〜翌9:00（週2回程度）
《共通項目》
資　格▶�無資格・未経験でもOK！�

介護職員初任者研修修了（旧ヘルパー2級）
以上あれば尚可、土日祝勤務できる方歓迎、
要普免

給　与▶�時給1,010円�※22時以降深夜割増有
待　遇▶�各社保完備、車通勤可、有給休暇、交通費規

定支給、当社規定により昇給年1回、賞与年
2回、燃料手当有、産前産後・育児休暇有

グループホーム・有料老人ホームグループホーム・有料老人ホーム

安平の郷 職員募集!!安平の郷 職員募集!!
サービス残業無し!  就業時間を超えた分も賃金としてお支払い致します。

安平 パ 介護

恵庭市戸磯201-20

◆正社員
時　間▶基本9:00〜18:00�※早出、遅出有
給　与▶�月給165,330円～194,770円�

※残業手当、深夜割増手当（経験・能力等を考慮）
休　日▶年間105日、月8〜10日�※月の勤務日数による

◆パート
時　間▶�①9:00〜18:00�②12:00〜17:00�③12:00〜21:00
給　与▶�①③時給970円�②時給940円�
休　日▶�①③月8〜9日�②月12〜15日�

※年中無休のため、シフト制です。
仕　事▶�洋生菓子の製造全般�

（商品の仕分け・出荷作業、製造準備等も有）
資　格▶�未経験者歓迎
待　遇▶�各社保険完備、昇給年1回、有給休暇、産前産後

休暇・育児休業取得、交通費規定支給、制服貸与、
車通勤可、正社員のみ賞与2回、退職金制度（勤
続5年以上が対象）

共
通
項
目㈱デザートランド

北海道工場

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡「Ｑ人ナビを
見た」とお伝えください！お気軽にお電話を！随時受付♪

応 募 ☎0123-34-0800☎0123-34-0800

有名コンビニスイーツ製造しています！

正社員 パートアルバイト

スタッフ募集!スタッフ募集!
◆アルバイト
時　間▶�①7:00〜11:00�②9:00〜18:00��

③12:00〜17:00�④17:00〜22:00
給　与▶�①④時給1,050円�②時給970円�③時給940円
勤　務▶�月12〜15日�※年中無休のため、シフト制です。�

※②は土日のみの勤務OK

土日のみの
勤務もOK

恵庭 正 ア パ 製造

期　間▶長期（3ヶ月以上)
給　与▶時給1,000円～
時　間▶�8:30〜17:20�※実働8h
休　日▶��シフト制

千
歳
市

卵のパック詰め
1,000円〜1,000円〜

時給

1,100円〜1,100円〜
時給 給　与▶時給1,100～1,375円

時　間▶�①8:00〜16:30�②20:00〜翌5:00�
※2交替制�※実働7.75h

休　日▶週休2日

千
歳
市

検査・データー入力

1,150円〜1,150円〜
時給 給　与▶時給1,150円～

時　間▶�①8:30〜17:30�②20:30〜翌5:30�
※交代制

休　日▶�土･日曜�※週休2日

千
歳
市

車部品のパーツ製造

1,000円〜1,000円〜
時給 期　間▶短期(1〜3ヶ月)

給　与▶時給1,000円～
時　間▶8:00〜17:00�※実働7.5h
休　日▶日曜、他�※シフト制

千
歳
市

野菜の選別

待　遇▶�各社保完備、制服貸与、退職金有、交通費実費支給（上限有）、週払いOK（規定有）共通項目

★�3日払い・週払いOK！
★�即シフト入り・即勤務もOK！

※規定有

オススメ
今週の
ホットスタッフ苫小牧

55 案
件

その他お仕事多数！ 登録のみも大歓迎♪

1,070円〜1,070円〜
時給 期　間▶長期(3ヶ月以上)

給　与▶時給1,070円～
時　間▶8:00〜17:00�※実働7h
休　日▶�シフト制

清掃千
歳
市

ほかにもお仕事あり!
Webで見つけよう♬
登録のみも大歓迎！

ほっとけんさく

電話だけのかんたん登録もOK!!

0120-116-377 苫小牧市旭町3丁目7-6グランドール旭町1F

労働者派遣事業 （派）01-301336 有料職業紹介事業 01-ユ-300541

㈱ホットスタッフ苫小牧

あなたに近い派遣会社あなたに近い派遣会社

簡単もくもく作業簡単もくもく作業

扶養内勤務OK扶養内勤務OK

2交替で稼げる2交替で稼げる
駅チカで通いやすい駅チカで通いやすい

未経験者歓迎未経験者歓迎
男性活躍中男性活躍中

6～10月末までの短期6～10月末までの短期

千歳 派 卵のパック詰め、清掃、野菜の選別、検査･データー入力、製造

千歳市北斗
2丁目10

仕　事▶�ホール・キッチン業務全般、�
店内ミーティングの参加、営業報告書入力等

資　格▶�要普通自動車運転免許
時　間▶�9:30〜22:00の間で実働6〜8h程度
給　与▶�［ホール・キッチン］�

月180,000～240,000円�
※飲食店の店長経験者優遇

勤　務▶�シフト制（平均月24日程度）
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、�

食事補助有、試用期間3ヶ月有、�
家族手当（配偶者5,000円、直系血族2,000円/人）有、�
誕生月3,000円分の食事券有

勤務先▶�満天食堂�一休そば�千歳店�
（千歳市北斗2丁目10）

◎ホール･キッチンスタッフ

一休そば 千歳店満天食堂�

誕生月には3,000円分の
食事券をプレゼント!!

★�飲食店の 
店長経験者優遇！

★�勤務開始日 
相談に応じます。

まずはお気軽にお電話ください。

受付/9〜17時��担当/早川
0144-76-0193（本社）

正 募社 集員
千歳 正 ホール・キッチン

お客様に喜びを届ける
お仕事です。

3名3名
募集募集

期　間▶�5月中旬頃〜長期　★今回は長期の募集です
仕　事▶�通信販売のメール対応
資　格▶�不問、Word・Excel経験者歓迎
給　与▶�時給900円

メール返信のお仕事です

●まずはお気軽にお電話ください。 

☎0123-48-2800☎0123-48-2800

初 心 者 大 歓 迎 ! !初 心 者 大 歓 迎 ! !

ケイシイシイ株式
会社 千歳市泉沢1007-111

ダイレクトマーケティング部

●フルタイムでの勤務が可能な方歓迎!組織拡大に向け

時　間▶�9:00〜18:00の間でシフト制、応相談
休　日▶�月9〜10日�※時期により変動有
勤　務▶�週3〜5日
待　遇▶�各社保完備（勤務時間による）、�

交通費規定支給、車通勤可、送迎有（千歳駅）
【受付/9〜17時 担当/吉田】

千歳駅から
送迎有!

千歳 ア パ 受注･問い合わせ対応事務

【飲食】仕事に入る前に、お互いの様子を確認
し合うこと。きちんと洗濯されたきれいなユニ
フォームを身につけているか、ボタンなどをしっ
かり留めているか、だらしなくしていないか、髪
の毛はまとめるか帽子の中に入れているか、爪は
短く切っているか等…身だしなみは大切です。

身だしなみ
チェック

知ってるようで、
 知らない

コトバ

千歳市釜加362-1

まずはお気軽にご連絡ください。

090-2054-5940
大川農園

農作業スタッフ募
集

★グリーンアスパラ等の野菜類の特価販売あり!

仕　事▶�農作業全般、軽作業・ハウス内作業�
が多く天候に関係なく働けます。

資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許、高校生不可
給　与▶�時給861円
時　間▶�①8:00〜15:00（6h）�②6:00〜15:00（8h）�

③8:00〜17:00（8h）�※応相談
休　日▶自由に休めます。
勤　務▶�週3日以上で応相談
期　間▶��即日〜11月中旬
待　遇▶�労災保険、交通費規定支給、車通勤可

担当/大川
受付/10〜17時

40代以上40代以上
の女性もの女性も
活躍中!活躍中!

千歳 パ 農作業
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