
2021 年 6 月 4 日（金）ちゃんと 10

どちらもどちらもOK!OK!
扶養内、Wワーク、学生さん…扶養内、Wワーク、学生さん…
いろんな方が活躍中です!いろんな方が活躍中です!
≪期間は応相談≫≪期間は応相談≫
あなたのご希望をあなたのご希望を
お聞かせください♪お聞かせください♪

短期
通年

まずはお電話ください。

■医療・福祉施設向けクリーニング業

千歳市泉沢1007-207
㈱北海道シルバーサービス 千歳工場

☎0123-28-3771☎0123-28-3771

◆クリーニング品の仕分け・仕上げスタッフ
　機械や手で仕上げるカンタン作業♪
時　間▶�原則8:00～17:00の間で実働6～8h程度�

※応相談（扶養内希望の方、勤務時間対応致します。）
勤　務▶�週2～5日で応相談（土日完全休）
給　与▶時給861円〜
待　遇▶�送迎有(千歳市内のルートのみ）、社保完備、�

車通勤OK、交通費規定支給、昇給有、社員登用有、
試用期間有（長期希望の方）

千歳 ア パ 工場作業

スタッフスタッフ
大募集!!大募集!!
期　間▶�即日～通年
資　格▶�未経験者歓迎、シニアも歓迎
時　間▶�9:00～16:00もしくは9:00～18:00
休　日▶�土日祝�※会社カレンダーによる
給　与▶�時給861円〜
待　遇▶�各種保険完備、交通費規定支給、�

車通勤可、制服貸与、週払い制度有、�
無料送迎有、試用期間2ヶ月

勤務先▶�千歳市泉沢

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。

★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）

無料送迎あります！ カ
ン
タ
ン
作
業
♪

カ
ン
タ
ン
作
業
♪

◆食料品の検査包装、箱詰め、ラベル貼り等

千歳 派 工場内作業

スターオート

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-26-2191☎0123-26-2191担当/つのだ

千歳市東雲町5丁目7-3�株式会社スターオート 千歳店

http://starauto1995.com/

経験者
歓迎！

アルバイト パート

車が好きな
未経験者さんにも
おすすめ♪

仕　事▶�軽整備、洗車、オイル交換、�
タイヤ交換、送迎、その他

資　格▶�経験者歓迎、�
要普通免許（AT限定OK）

給　与▶�時給861円〜
時　間▶�10:00～19:00の間でシフト制�

※応相談
勤　務▶�週3日～�※シフト制�

※土・日曜のみ・Wワーク等応相談
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、�

カップ式飲料機使い放題

千歳 ア パ 軽整備、洗車、送迎

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-26-2191 担当/つのだ

正社員
未経験者歓迎!

ノルマなし!

レンタカー・ レンタカー・ 
ガソリンスタンド業界 ガソリンスタンド業界 

経験者大歓迎!経験者大歓迎!

軽整備 軽整備 
（タイヤ交換・オイル交換）（タイヤ交換・オイル交換）  

出来る方優遇!出来る方優遇!

営業募集

仕　事▶�新車、中古車の販売業務、軽整備、他
資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許（AT限定OK）
時　間▶�10:00～19:00(実働8h）
休　日▶�4週8休�※火曜定休�

他シフト制�※会社カレンダーによる、年末年始
給　与▶ 月160,000円〜 

※例/月200,000円以上も可能 
※試用期間1〜6ヶ月/時給861円〜

待　遇▶�各社保完備、業績賞与年2回、燃料手当、交通費規
定支給、車通勤可、カップ式飲料機使い放題

スターオート

千歳市東雲町5丁目7-3�株式会社スターオート 千歳店

http://starauto1995.com/

千歳 正 営業

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

仕　事▶�5～9月/顧客への定期訪問に係る業務�
　　　　（設備点検、機器交換等）　�
10～4月/灯油配送

資　格▶�経験不問、中型免許（8t限定解除）、�
危険物取扱者免状乙種4類�
★危険物取扱者免状乙種4類がない場合　
　は、採用後に資格取得。免許を除く業務に
　必要な資格についても採用後取得。�
　（取得費用は全額会社負担）

時　間▶�9:00～17:30
給　与▶�月給220,000円（試用期間3ヶ月有）
休　日▶�日・祝、お盆、年末年始、他会社指定日　�

※5～10月は隔週で土曜日休み有�
　（7月24日、9月18日除く）

待　遇▶�住宅手当、通勤手当、燃料手当（いずれも�
会社規定による）、車通勤可、昇給・賞与有�

〒066-0061�
千歳市栄町1丁目5番地
（JR千歳駅下車�徒歩15分）

電話連絡の上、写真付履歴書を送付してください。

経験不問!�資格を生かせる!

羽芝商店
☎0123-23-2347担当/

曽我部

配送員募集!配送員募集!

株式
会社

千歳 正 配送

【共通項目】
休　日▶シフト制
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給（月18,000円まで）、�

①車通勤不可、②は車通勤可

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20�第12ふじやビル4F

清掃スタッフ

☎22-5280 採用係

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

時間・日数ともに、お気軽にご相談ください！

時　間▶�7:30～12:30�※実働4h　
給　与▶時給861円
勤　務▶月22日程度

❶新千歳空港スーパーラウンジ清掃
男女トイレ
清掃有

時　間▶�21:00～翌1:00　�
※実働4h

給　与▶�時給900円  
※22時〜翌1時/時給1,125円

勤　務▶月15～20日

❷新千歳空港商業施設エリア内共用部分清掃
現在のスタッフは
全員男性です。

千歳 パ 清掃

千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F㈱アスクゲートノース 当社は「社団法人�日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号�派01-300587

給　与▶�時給1,000円〜
時　間▶8:00～16:00�
期　間▶即日～短期・長期
休　日▶�シフト制��

※週休2～4日

★出勤日数、期間の相談可能

【恵庭市北島】たまごの検品、機械洗浄

時給1,000円〜短期・長期

給　与▶�時給980円〜
時　間▶�8:00～17:00��

※休憩1.5h
期　間▶�6月中旬～11月末まで
休　日▶シフト制（応相談）

★安心の送迎付!

【むかわ町】ブロッコリーの収穫

時給980円〜

給　与▶�時給1,100円〜
時　間▶��10:00～16:00��

※休憩1h
期　間▶即日～長期
休　日▶�シフト制�※週休2日

★PC入力経験者大歓迎!

【千歳市】PCの入力業務

時給1,100円〜長期6月中旬
～11月末

オススメ!オススメ!求人求人紹介!紹介!

24時間受付OK！ お気軽にお電話ください。 0120-172-6420120-172-642

ご自宅近くから ご自宅近くから 
職場まで送迎有!職場まで送迎有!

アスクゲートノースアスクゲートノース
千歳・恵庭・他 派 工場内作業

アルバイト体験記 千歳市/ゆき

製剤工場で働いていました。仕事内容は目視検査、ライン作業、他に在庫
整理がありました。
目視検査はライトの下で瓶を台に乗せて、中に異物が混入していないか確

認します。1時間毎に15分の休憩がありますが、暗い部屋での作業は眠気と
の戦い！　ウトウトして叱られることも…。
ライン作業は次の①〜③を順番に作業します。①ラベルの印字が綺麗に見

えているか1本ずつ確認（読めないものをチェックして除外）。②瓶が破損し
ていないか全体を見る。③瓶をセットする箱や一緒に入れる添付文書・その
他の補充。作業する全員の息を合わせる為、声掛けをします。機械に手を挟
むなどの事故が起こらないよう、協力すること大切です。
先輩は異物検査の神、天才です。教えてもらっ

た方法を参考にして、自分に合うように考えて
仕事をしました。そうすると周りが見え始めて、
作業に使うエタノールはどこから貰うのか、検
査で落ちたのはどうするのか、どうやって瓶に
入るのか、元は何から出来たのか、誰が買うの
か…次々と興味がわいて調べました。
最後には、人の役に立つ仕事なんだと実感し

て好きになりました。

応募

� 入社後すぐに使える� 入社後すぐに使える特別有休制度特別有休制度有!!有!!

清掃スタッフ清掃スタッフ

◆日本血液製剤機構（千歳市泉沢）
給　与▶時給870円〜
時　間▶7：00～11：00（実働4h）�
休　日▶土･日曜、祝日

パート

◆ザ・ノースカントリーGC（千歳市蘭越）
期　間▶即日～11月下旬
給　与▶�時給950〜1,000円
時　間▶�①10:00～19:00位まで（実働3.5～8h）�

②8:30～12:30
勤　務▶�週3日～（応相談）

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

☎0123-24-☎0123-24-37713771平日

◆北星病院（千歳市清流）
給　与▶時給950円
時　間▶7:30～11:30（実働3.5h）�
休　日▶日曜日
《共通項目》
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、�

雇用保険は週20h以上で加入

千歳 パ 清掃

毎年人気なお仕事の募集が今年もスタートです!!

カンタン作 業♫　希望の日数・曜日で働けます！

短期アルバイト

● 今回勤務された方には、今冬お歳暮時期のお仕事を優先案内!!

☎0123-23-5125☎0123-23-5125
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★

千歳営業所�第1センター（千歳市北信濃770-6）
（担当まで）

鴻池運輸株式会社

前回来てくれた方、時給UPします！

期　間▶6/21～8月初旬（7月のみでも可)
仕　事▶�①御中元ギフトの包装ライン・検品・積込　�

②運搬作業（包装後のギフト製品を運搬する作業）
資　格▶�未経験者歓迎、60歳まで（定年雇い止めのため）
給　与▶�【運搬作業】時給1,000円 

【包装ライン･検品作業】時給900円 
※経験者は優遇（規定有）

時　間▶�9:00～16:30（実働6h程度）�※状況による
勤　務▶�期間中の14～30日�※応相談
待　遇▶車通勤可（交通費支給有）
勤務先▶千歳営業所�第1センター（千歳市北信濃770-6）

●検温の実施�●作業場間にビニールカーテン設置等の対策を実施��
●アルコールの設置�●密を防ぐために、ソーシャルディスタンスを守ってます。�　など

御中元ギフトの

★�自動包装の機械あります！��
手作業もありますが、カンタンですよ♪

【包装後のギフト製品を積込する作業】
のスタッフ、募集強化中です！

❷運搬作業スタッフ

時給1,000円！!
収入例

30日勤務で

180,000円以上
14日勤務で

84,000円以上

男性男性
活躍中活躍中

★友達と応募もOK！★友達と応募もOK！
★主婦・学生さんも歓迎!!★主婦・学生さんも歓迎!!

御中元ギフトの包装作業
（ピッキング・包装・検品作業）
★�土日祝�
だけでもOK！

❶ギフト包装ライン・検品作業

時給900円
収入例

30日勤務で

162,000円以上
14日勤務で

75,600円以上

男女ともに
みなさん
大歓迎!

勤務先・ 
面接場所はここ

●
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新型コロナウイルス感染症対策も
万全です!!

女性女性
活躍中活躍中

集まり次第終了！集まり次第終了！

10名10名
限定限定

千歳 ア ギフト包装ライン・検品作業、製品積込作業

［応募］希望の店舗に電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。担当/店長 ㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32

●制服貸与 ●交通費規定支給 ●車通勤可★恵庭店・長都店は他の部門も募集中！希望店舗にお気軽にお問い合わせください。

応
募 ☎26-6660

給　与▶�［一般］時給917円 ［学生］時給871円
時　間▶7:00～10:00　　　勤　務▶週3日

千歳市日の出1丁目1-66
千歳店千歳店

★お寿司・惣菜製造のお手伝いもあります!

★お寿司の製造です。

水産スタッフ募集‼️水産スタッフ募集‼️3店舗

スーパーアークス
千歳店

給　与▶�［一般］時給911円
時　間▶8:30～13:00　　　勤　務▶�週4日

応
募 ☎33-1122

恵庭市本町210
恵庭店

長都店
千歳市勇舞8丁目1-1

給　与▶�［一般］時給911円 ［学生］時給871円
時　間▶�①7:30～12:30�②13:00～17:00

☎23-7667応
募

スーパーアークス
長都店

ビッグハウス
恵庭店

千歳・恵庭 ア パ 水産
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