
2021 年 5 月 21 日（金） ちゃんと13

仕　事▶スーパーの店舗内清掃
給　与▶�時給900円
勤　務▶�①月・火・水�②火・水��

※各1名募集
時　間▶�平日/7:30〜10:00�

祝日/6:30〜9:00
�待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、�

制服貸与、有給休暇有
勤務先▶�恵庭市恵み野里美2丁目�

（JR恵み野駅西側）

清掃スタッフ清掃スタッフ募集!!募集!!

二幸産業 〒060-0031
札幌市中央区北1条
東2丁目5-2
札幌泉第１ビル☎011-241-2580

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。

北海道支社 担当/畠山

株式
会社

WワークWワーク
OK!!OK!!

朝の時間を朝の時間を
有効に!有効に!

恵庭 パ 日常清掃

未経験者でもOK！未経験者でもOK！

〒066-0023　千歳市寿1丁目6-3

【受付/9〜18時】
担当/杉本

まずはお気軽にお電話ください。

☎24-9262
（有）道央グリンサービス

仕　事▶��公園の維持管理（樹木の剪定、草刈）、�
一般住宅の外構・庭設計、施工等の業務、�
冬期は除雪等

資　格▶�要普免、未経験者歓迎
給　与▶�正社員/月給200,000〜280,000円 

　　　 ※試用期間有 
パート/日給9,000円〜

時　間▶�8:00〜17:00
休　日▶��日曜、祝日、GW、お盆他
待　遇▶��雇用、労災、建設国保加入

千歳 正 パ 公園の維持管理

給　与▶ 時給900円
資　格▶�未経験者歓迎�
時　間▶�8:45〜17:00　�

※開始・終了時間はご相談ください!!
勤　務▶�週3〜6日で日数応相談�★日曜日はお休みです。
待　遇▶�車通勤の方は交通費規定支給、JR千歳駅からの

送迎有(17時までの勤務の方)
期　間▶2022年3月31日まで

扶養内扶養内
OK!!OK!!

青果物卸売り北 泉
担当/中野

【受付/平日9〜18時】☎28-2695応募

野菜の選別・加工等の軽作業。
手作業メインで難しい作業はありません。

パートスタッフ募集中!
千歳

〒066-0051�
千歳市泉沢1007-134株式会社

パ 野菜の選別・加工

千歳市美々新千歳空港内�ターミナル�アネックスビル1階
東京美装北海道㈱千歳支店

入社後すぐ使える入社後すぐ使える特別有休制度特別有休制度ありあり

[正社員/設備]千歳市民病院（千歳市北光2丁目1-1）
資　格▶�1級ボイラー技士（実務経験あれば2級ボイラー

技士も可）、乙種第4類危険物取扱者��
※電気工事士あれば尚可

給　与▶�月給200,000円〜（諸手当を含む）
時　間▶�①8:30〜17:00�②17:00〜翌8:00�※①②シフト制
休　日▶�週2日以上
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、制服貸与

応募 ☎0123-24-☎0123-24-37713771 090-9753-1491
平日 土日祝

一生懸命働ける方大歓迎!!
春の増員募集

資格を
活かそう!

千歳 正 設備

仕　事▶�放課後等デイサービス事業所の管理者、�
個別支援計画の作成

資　格▶�児童発達支援管理責任者
給　与▶ 月220,000〜300,000円
時　間▶�9:30〜18:30�※実働8h
休　日▶�土日
待　遇▶�各社保完備、交通費全額支給、車通勤可、�

昇給年1回、賞与年2回
勤務先▶�児童発達支援・放課後等デイサービス�すくすく�

（栗山町中央2丁目345-1）

通いやすい・働きやすい環境です★

保 士募
集育

夕張郡栗山町松風
2丁目120-11

https://www.kk-quos.com/

☎0123-72-0668
NPO法人 ハッピータウン

《受付》
8:30〜17:00

まずはお気軽にお電話ください。�
面接時、写真付き履歴書をお持ちください。
面接は法人本部で行います。　担当/坂口

当法人内では恵庭から通勤の
スタッフさんも長くお勤め中！

交通費交通費
全額全額
支給支給

その他 正 保育士

店舗にお気軽にお電話ください。

札幌市白石区北郷4条
13丁目3-25

（ハードオフ恵庭店）　担当/カマタ
☎0123-39-3370

エコノス株式
会社

資　格▶�高卒以上、要普通免許
時　間▶�9:15〜20:15の間で実働8h�
給　与▶�高卒、18歳の例/月180,700円〜　 

4大卒、22歳の例/月212,350円〜
休　日▶�シフト制���

※年間休日100日程度
待　遇▶�各社保完備、交通費規定�

支給、昇給年1回、賞与有
勤務先▶�ハードオフ恵庭店�

（恵庭市黄金南7丁目18-1）

正社員募集！
買取〜販売のリユースを通して環境貢献出来るお仕事です！

楽器・オーディオ・
コンピューター等が
好きな方歓迎！

恵庭 正 店内業務

中途応募中途応募
大歓迎大歓迎

まずは、
お電話にて
お気軽にお問い
合せください。

0120-910-5730120-910-573
■一般労働者派遣事業（派01-230034）

(株)アネックス 千歳営業所
総合人材サービス

〒066-0038　千歳市信濃3丁目5-18［HP］ http://www2.plala.or.jp/annex/
WEBから応募OK出張面接致します

倉庫内作業倉庫内作業
スタッフ募集!スタッフ募集!

期　間▶即日〜長期
仕　事▶�食品（ドライ品・飲料品）の入出庫作業、�

ピッキング・仕分け作業
資　格▶�フォークリフト免許保持者��

※免許のない方も応募可
給　与▶時給1,100円
時　間▶�8:00〜20:00の間で実働8h
休　日▶週休2日�※シフト制
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

有給休暇
勤務先▶恵庭、千歳�※勤務地選択可

千歳・恵庭 派 倉庫内作業

★5月中に面接された方全員に、クオカード500円分プレゼント！

★★すぐに働きたい方歓迎!すぐに働きたい方歓迎!
★★長期で安定して働けます!長期で安定して働けます!

★★短期希望の方も歓迎!短期希望の方も歓迎!

アルバイト体験記 恵庭市/梅酒大好き

子供の進学をきっかけに、お友達の紹介で、春先から冬前の野菜の選別
のお仕事を3年間していました。夏場は30℃以上になる温室内での作業で、
トマトの選別作業や、テーブルで箱詰め作業をしました。

黙々と重さを量りながら袋詰めをしてラインに流す作業が好きでした。出
荷先によってランクがあるので、いかに早く間違いなく詰めるかが勝負です。

繁忙期は、収穫のお仕事もありました。汗びっちょりになるので着替え持参
です。これもまた黙々と作業出来るので楽しかったです。ベテランの方の作業が早過ぎてついていけ
ませんでしたが（汗）お昼休憩には食後のおやつタイム！ 皆でお菓子交換しながらのおしゃべり。

時期や天候によって収穫量が変わるので、繁忙期は多少残業がありましたが、仲間に恵まれて
楽しくお仕事出来ました。

生活情報紙 「ちゃんと」 の営業スタッフを募集します。

営業営業 募 集募 集
仕　事▶�生活情報紙｢ちゃんと｣の�

広告・企画営業
資　格▶�要普免、�

千歳・恵庭市内在住の方、�
エクセル操作できる方

給　与▶�月220,000〜420,000円
時　間▶�9:00〜18:00（休憩100分）�

※月曜日は若干の残業があり
ます。

休　日▶�日曜日、�
他4週6〜8休（シフト制）

待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�
昇給・賞与有（業績による）、�
諸手当有、車通勤可、�
試用期間1〜3ヶ月位有

千歳･恵庭エリアの
生活情報紙発行

応　募▶写真付履歴書（手書き）をご郵送ください｡書類選考の上、後日ご連絡致します。

未経験OK！

☎0123-27-0911
〒066-0073 千歳市北斗4丁目13-20 ■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

グルメファッション

エンタメビューティー

正社員
あなたのあなたの「好き！」「好き！」を活かしませんか？を活かしませんか？

千歳・恵庭 正 営業

無料駐車場無料駐車場職場にあります！！職場にあります！！

(株)札幌人材サービス
〒062-0051�
札幌市豊平区
月寒東1条8丁目1-48

■一般労働者派遣事業（派）01-230001

仕　事▶�国際貨物エリアにてトラックで到着した�
荷物を下ろしたり、倉庫内で荷物を移し替
えたりするお仕事です。

資　格▶�未経験者歓迎、学生可
給　与▶�時給1,100円�
時　間▶�8:00〜12:00（実働4h）
勤　務▶週2〜5日（シフト制、応相談）
勤務先▶新千歳空港内
待　遇▶�雇用保険（週20h以上）、労災保険、制服貸与、�

交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場有）

国際輸出入貨物国際輸出入貨物
取扱い業務取扱い業務
★ ★  20代～60代の方が  20代～60代の方が 

多数活躍!!多数活躍!!
★★ 日数応相談　 日数応相談　
★★ WワークOK！ WワークOK！

事前の職場見学可

担当/ミカミ・ワタライ
☎011-859-8580応募
受付/【平日】9:00〜17:30

新千歳空港までらくらく通勤♪

千歳 パ 委 国際輸出入貨物取扱い業務

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/

現在就業中の方も応募OK！ 入社日は相談して下さい。　登録のみの方も応募OKです！

0120-084-842 ●受付
平日�9:00〜17:30
※上記以外はツタモリへ080-6073-7977

株式
会社

（本社）
（ツタモリ）

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�④14:15〜23:00�
※①〜③は実働7.25h、④は実働7.75h�
※①〜③の交替勤務または①と④の
　交替勤務から選べます。�
※残業月10〜20h程度

休　日▶シフト制�※大型連休有
待　遇▶�報奨金有、有給休暇、交通費規定支給、各

種保険有、制服貸与、無料1R寮有、昇給有

［派遣］電子部品の製造･検査補助
★勤務先/千歳市

★★��正社員登用実績有正社員登用実績有

★★交替勤務交替勤務

増産につき追加スタッフ募集増産につき追加スタッフ募集

電子部品の製造･検査補助電子部品の製造･検査補助

★年2回報奨金有★年2回報奨金有（7〜20万円）（7〜20万円）

★JR千歳駅から無料の送迎有★JR千歳駅から無料の送迎有
★資格･経験は問いません。★資格･経験は問いません。
★�男女ともに�★�男女ともに�
幅広い年代が活躍中！幅広い年代が活躍中！

★�★�月収23万円以上月収23万円以上
可能!!可能!!

面接は随時ご都合に合わせて行います。 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 ※  夜間や土日もご都合に 

合わせて行います。 合わせて行います。 
まずは、お気軽に まずは、お気軽に 
お電話ください。お電話ください。

千歳 派 電子部品の製造･検査補助

OKOK!!!!

㈱トータルサポート札幌市厚別区大谷地東2丁目
5番60号イーグルタウン1階

◆スロット専門店の開店前清掃
時　間▶�①7:00〜9:00�②7:00〜10:00�
仕　事▶�①②店内の清掃�

（遊技台や設備の清掃・消耗品の補充・フロア内の清掃等）�
※②は冬場（1〜3月)は除雪作業もお願いします。

資　格▶�未経験者歓迎、年齢・性別不問、学生・主婦（夫）・シニア歓迎
給　与▶�時給1,000円
勤　務▶�週1日〜OK�※最大週6日勤務OK�
待　遇▶�労災保険、制服貸与、有給休暇、研修期間1週間程度
勤務先▶�クラブイーグル千歳店�

（千歳市栄町7丁目1385-11）

「清掃の応募の件で電話しました」とお電話ください。
面接時に写真付き履歴書をお持ちください。

☎011-398-5011

週週11日日
かか
 ら ら

シニア世代も
積極採用!!

急な休み
にも対応♪

平日のみ
土日のみ
希望も可

急募!急募!清掃スタッフ清掃スタッフ

高時給!!高時給!!

千歳 ア パ 清掃

有限会社 イーワークス
人材派遣業 派01-300151 職業紹介 01-ユ-300083

恵庭市京町80番地�恵庭商工会議所ビル1F

お気軽に
お電話ください。

☎0123-33-5555
 info@eworks-jobnet.com

給　与▶時給1,000円〜+交通費規定支給
時　間▶8:30〜17:30、20:30〜翌5:30（2交替勤務）
休　日▶�土日祝または4勤務2休（配属部署により変動）他、

GW・お盆・年末年始（年間休日数120日〜145日）
勤務先▶千歳市上長都または苫小牧市柏原（希望による）

資　格▶自動車整備士3級以上
給　与▶�時給1,100円+交通費規定支給 

※正社員雇用時/月給175,000円〜+賞与 
　（経験・スキルにより決定）

時　間▶9:00〜18:30
休　日▶�火、他シフトによる（月8〜10日）他、GW・お盆・年末年始
勤務先▶恵庭市

千歳・苫小牧 恵庭自動車部品の製造（紹介） 自動車整備士（紹介予定）

※紹介先での派遣雇用となります。 ※最大6ヶ月の派遣期間後は紹介先での正社員雇用
★休日数が多く、プライベート充実 ★ブランクOK!しっかり教えます!

オススメ求人紹介!オススメ求人紹介!
平日は随時、登録・相談受付中!

期　間▶即日〜長期　　�
待　遇▶各種社保完備、制服貸与、無料駐車場完備

共通
項目

LINEで質問・応募が
できるようになりました!

千歳・恵庭・他 紹 製造、整備士

期　間▶�即日〜12月末まで
仕　事▶�野菜を機械へ投入したり、機械の清掃業務等
資　格▶�未経験者歓迎、�

公共機関が不便な為、車通勤できる方
給　与▶時給1,000円〜
時　間▶�①8:00〜16:00/3名�

②9:00〜16:00/2名�
③16:00〜24:00/4名�
④18:00〜22:00/1名�
⑤19:00〜24:00/1名

休　日▶土、日
待　遇▶�社保完備（勤務による）、交通費規定支給、�

車通勤可、無料駐車場有、残業手当有、週払いOK
勤務先▶�千歳市

一般労働者派遣事業（派01-300285）
千歳市東雲町
1丁目9-6㈱マグナクルー

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

★その他、各地域にお仕事多数あります。
お気軽にお問い合わせください。

★随時面接致します
【月〜金曜】9〜18時0120-357-337

080-5729-7602�（土・日曜、祝日）

★12月末までの短期!
★集まり次第終了とします!

週払い週払い
OK! OK! 

作業員募集!作業員募集!
時給
1,000円〜

千歳 派 工場内作業
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