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面接会にお越しください！

【
持
ち
物
】

・写真付き履歴書
・黒ボールペン

●�各回とも開始時間
の5分前までに会場
へお越しください。�

※�場合により、恵庭市民会館で
の面接会は中止になることが
ございます。ご了承ください。

千歳市泉沢1007-206ヤマト運輸株式会社　千歳ベース

ヤマト運輸株式会社ヤマト運輸株式会社　　千歳ベース千歳ベース

担当/越川（こしかわ）☎0123-48-3812☎0123-48-3812

◆宅急便仕分け
仕　事▶�ⓐ宅急便・メール便�

　などの仕分け�
ⓑ運転助手��
ⓒ検問など

資　格▶�未経験者・フリーター�
大歓迎、学生歓迎、�
高校生不可

給　与▶�表参照
時　間▶表参照
勤　務▶�週3日〜�※応相談
待　遇▶�ヘルメット貸与、�

安全靴貸与、�
送迎バス有、�
車通勤可（送迎バスエ
リア外・時間外の場合
交通費支給有）

仕分けスタッフ募集!!
※�今回の募集は、高校生の方は対象外です。�
ご了承ください。学生さん、主婦（夫）さん、フリーターさん、みんな大歓迎!!
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JR千歳駅
千歳ステーション

プラザ
千歳郵便局

鉄北通

中央大通←札幌 苫小牧→

交番

送迎バス乗り場MAP

水9 10木11 6/56/5 66 金 土土 日日

《開催時間》❶10:00〜　❷14:00〜　❸19:00〜 《開催時間》❶16:00〜　❷18:00〜
《開催地》千歳ベース 《開催地》恵庭市民会館

�千歳ベースで日中開催の面接会には、千歳駅裏（スノーショップ駐車場前）の送迎バスをご利用可能です。（10時開催→9:12発、14時開催→13:12発）

勤務時間 送迎 7月の時給 8月の時給

❶ 16:00～19:00（実働3h） 千歳 1,100円 1,100円

❷ 19:30～23:00（実働3.5h） 千歳・恵庭 950円 22時以降/1,188円 950円 22時以降/1,188円

❸ 19:30～翌4:00（実働7.5h、休憩1h） 千歳・恵庭 1,000円 22時以降/1,250円 970円 22時以降/1,213円

❹ 21:00～翌1:00（実働4h） - 1,000円 22時以降/1,250円 1,000円 22時以降/1,250円

❺ 21:00～翌4:00（実働6h、休憩1h） - 1,000円 22時以降/1,250円 970円 22時以降/1,213円

❻ 23:00～翌4:00（実働4h、休憩1h） 千歳・恵庭 1,250円 1,213円

千歳 ア 宅急便等仕分け作業

恵庭市戸磯385-33

採用係☎32-4911

仕　事▶�電子部品・精密部品等の研磨・熱処理・�
めっき加工作業

時　間▶�①8:30〜17:30　②20:30〜翌5:30�
※①②1週間毎の2交替制

資　格▶�18〜40歳(省令2及び省令3イ)、�
高卒以上、未経験者歓迎

給　与▶�月額157,000～176,000円　�
※月収例/205,000円以上可能�
（時間外30h、深夜手当60h含む）

休　日▶�土日、他、会社カレンダーによる　�
※年間休日118日

待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、制服貸与、�
車通勤可、有給休暇、企業型確定拠出年金、�
リフレッシュ休暇制度、日替わり弁当1食
190円

【受付/9〜17時】

メテック（株）北海工場

�電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

http://www.metek.co.jp

見学してからの応募OK!!

経験
より

未経験の方や、ものづくりの
お仕事に興味のある方、
丁寧に指導します! !

恵庭 正 製造

ヤル気重視の会社です!
期　間▶6月中旬〜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▶�①16:00〜24:00/4名�

②18:00〜22:00/1名�
③19:00〜24:00/1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OK! 

作業員募集!作業員募集!
時給
1,000円〜

千歳 派 工場内作業

北海道クリーン開発㈱ 〒053-0016
苫小牧市寿町2丁目3-14

応�募

◆ちとせモール
時　間▶�14:30〜19:30
勤　務▶�週3日程度（シフト制）
給　与▶時給861円
資　格▶未経験者歓迎、性別不問
待　遇▶�労災保険、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は勤務先にて行います。委細面談。

ショッピングモールのショッピングモールの

清掃スタッフ清掃スタッフ

未経験者歓迎！！

60歳以上の
方も大歓迎！

（田口）
☎0144-33-6323
　080-2871-5294

千歳 パ 清掃

仕　事▶�清掃・品出し・接客・発注等の店内業務
時　間▶�0:00〜8:00
資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶0～5時/時給1,150円　5～8時/時給870円
勤　務▶�週1日〜OK�★たくさん働きたい等、応相談�

★土日祝働ける方歓迎
待　遇▶�制服貸与、車通勤可、昇給制度有、各社保完備、無料P有、�

向陽台地区以外から通勤の方には交通費規定支給

千歳市白樺2丁目1-4株式会社いのうえ
千歳白樺店千歳白樺店

☎28-2096［担当］井上
まずは、お気軽に
お電話ください。

ス タ ッ フ
WワークOK！未経験者大歓迎！
週1日〜OK♪ 夜間は高時給で稼げる!

コンビニで
働こう！

募
集

千歳 ア パ 店内業務全般

の洗浄ライン

仕　事▶�新車・中古車の洗浄ラインでのシートや�
ボディ洗浄、加修作業等

勤務先▶�トヨタカローラ札幌㈱総合物流センター
休　日▶�日曜・祝日、他シフト制（月7〜10日）�

★GW・お盆・年末年始の長期連休有�
　（年間所定休日108日）

時　間▶�9:00〜17:00
給　与▶�時給920円～�

（月22日勤務の場合、月収141,680円以上可能）
資　格▶�要普通自動車運転免許（運転経験1年以上）
待　遇▶�交通費当社規定支給、社会保険完備、作業服貸与、

有給休暇有、能力に応じて昇給有

恵庭市北柏木町3丁目73

まずはお気軽にお電話ください。面接日時をお知らせします。
写真付履歴書をお持ちください。

担当/�佐藤・傳法(デンポウ)
☎0123-47-8000

トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター

担当/酒井
☎0123-33-9660

新車 中古車

◆40〜50代も活躍中!!　◆昇給有 
◆マイカー通勤可能!　◆お休み充実

新車・中古車
恵庭 契 洗浄ライン作業

テイクアウト テイクアウト 
コーナースタッフコーナースタッフ募集!
千歳駅からバスがでています！（交通費規定支給）
支笏湖バス停までの送迎有!

若くて元気な方若くて元気な方
大歓迎!大歓迎!

仕　事▶�テイクアウトコーナーでの販売と簡単な調理
期　間▶6月〜10月末頃�※勤務開始日応相談
給　与▶�車通勤/時給900円�

バス通勤/時給861円
時　間▶��10:00〜17:00（実働6h）
勤　務▶�土日祝�※天候により休み又は早上がりの可能性有
待　遇▶�交通費規定支給
まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-25-2041
千歳市幌美内番外地ポロピナイカンパニー

千歳 ア 販売、調理

資　格▶�無資格OK、ブランクがある方も歓迎、�
土日勤務できる方歓迎、介護職員初任者
研修修了（旧ヘルパー2級）あれば尚可

時　間▶�16:30〜翌9:30　
勤　務▶�週2日�※応相談
給　与▶�夜勤1回16,000円�

（夜勤手当含む）
�待　遇▶�雇用保険、交通費規定支給、�

社員登用制度有

WワークWワーク
OK!OK!

小規模多機能型
事業所

いこい

憩の郷
さと

認知症対応型
共同生活介護事業

グループホーム

笑顔の郷

笑顔笑顔のの郷郷
憩憩のの郷郷

夜勤専属スタッフ募集!!
いこい

えがおえがお

〒066-0073
千歳市北斗4丁目5番6号

電話連絡の上、写真付履歴書を郵送またはお持ちください。

☎26-5300

パート　夜勤専属スタッフ

2名急募2名急募

千歳 パ 夜勤専属スタッフ

橋本農園橋本農園 〒061-1362　〒061-1362　
恵庭市中島松393-7恵庭市中島松393-7
★恵北中ななめ向い★恵北中ななめ向い

採用係

仕　事▶�大根、いも、白菜等の収穫
期　間▶�即日〜11月中旬��

※次年度も継続雇用の可能性有
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給950円～
時　間▶�8:00〜17:00　※要相談
休　日▶日曜、雨天日、他応相談
待　遇▶車通勤可
応　募▶�お電話の上、写真付履歴書をお持ちください。

090-3110-7859
☎0123-36-6340

すぐ働けます!!
恵庭 ア 農作業

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。

給　与▶�［一般］時給881円　［学生］時給871円
時　間▶①8:30〜13:00　②17:00〜21:00

㈱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 ア パ 店内業務

恵み野店
恵庭市恵み野西3丁目1

☎36-2980応募

Web応募
はコチラ

給　与▶�［一般］時給881円
時　間▶�①9:00〜13:00　②13:00〜17:00�

③17:00〜21:00�　※9:00〜17:00も可

給　与▶�［一般］時給900円
時　間▶�18:00〜21:30
勤　務▶週4日程度

島松店
恵庭市島松旭町1丁目1-1

☎39-7777応募

Web応募
はコチラ

スタッフ募集!

◆レジ

◆レジ

◆ナイトマネージャー 60歳以上の方も歓迎

　　応募者　「もしもし、まだ募集してますか？」

採用担当者　「�はい、まだ受け付けていますよ。�

いつ面接に来られますか？」

　　応募者　「●月●日の△時だったら大丈夫です。」

採用担当者　「分かりました。お待ちしています。」

約束の時間になっても来ない…
待てど暮らせど来ない…。
採用担当の方は期待して待っている分、
がっかり感倍増です。

面接のドタキャン!
応募の際の注意STOP!STOP!

急用で約束の時間に訪問できない
場合や、やむなく辞退する場合は、
必ず電話で連絡しましょう。

そして当日。

〒066-0015　千歳市青葉6丁目14-6

千歳昭和交通千歳昭和交通㈱㈱

勤務日は相談の上決定。週休2日制も相談可！

当社でタクシードライバー 
になりませんか？

担当/古瀬☎22-0866
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許
時　間▶�日勤:例/5:00〜16:00　�

★5〜8時の間に出勤し、帰庫は出庫から10時間半後�
夜勤:例/18:00〜翌5:00�　�
★18〜20時の間に出勤し、帰庫は出庫から10時間半後

勤　務▶4勤1休
給　与▶�完全歩合制　日勤/月200,000円～　�

　　　　　　夜勤/月250,000円～　�
※入社後1年間は給与保証有(当社規定による）

待　遇▶��各社保完備、入社祝金制度（10万円）、制服貸与、
退職金制度、車通勤可（駐車場完備）

※入社後1年間は給与保証有 
　 (当社規定による）
★最新カーナビ導入で未経験者も安心
★二種免許取得も当社で応援します。

しっかりしっかり
稼ぎたい方稼ぎたい方

千歳 嘱 タクシー乗務員
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＼仕事探すなら／
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