
2021年6月11日（金） ちゃんと9

〒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。希望収入をお聞かせください♪

タクシードライバー募集!

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

休　日▶週休2日
給　与▶�完全歩合制　日勤/月180,000円～　�

　　　　　　夜勤/月220,000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）

●週休2日だから
　プライベートも充実！
●退職後の方も歓迎します!

※入社後1年間は給与保証有 
　 (当社規定による）

千歳 嘱 タクシー乗務員

最新カーナビ導入で最新カーナビ導入で
未経験でも安心♪未経験でも安心♪

まずは現場を見に来てください!まずは現場を見に来てください!
見学後の応募もOK!!見学後の応募もOK!!

☎22-3577応募

仕　事▶�採卵鶏管理や鶏舎管理。清掃・草刈・建物修繕・�
機械メンテ

資　格▶�未経験者歓迎、高卒以上、要普通自動車免許�
（AT限定可）※通勤用

給　与▶�時給1,074円～�
※月収例/1,074円×8h×22日＝189,024円

時　間▶8:00～17:00（休憩1h）
休　日▶�週2日（シフト制）、年末年始休み有
待　遇▶�社保完備、作業着・靴・帽子貸与、�

交通費規定支給、試用期間3ヶ月有、�
マイカー通勤可（無料駐車場有）

担当/窪田

(株)トーチク�千歳農場

管理スタッフ募集!

千歳市駒里
2269番地

千歳 ア パ 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

仕　事▶�スマホの販売やおすすめのサービス・プラン案内等
資　格▶�未経験者歓迎、高校生不可
給　与▶時給1,400円
時　間▶��10:00～20:00�※実働8h�※シフト制
勤　務▶週5日��※土日含む
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、

残業代全額支給、有給、産休、育休、健康診断、半年
後に契約社員登用有（双方同意の上）

勤務先▶千歳・恵庭市内の家電量販店�or�商業施設内

札幌市中央区北4条
西4丁目1-3�伊藤ビル6F

応�募
tokyo-entry@npb-net.com

㈱日本パーソナルビジネス

★★社員登用有社員登用有
★★福利厚生充実福利厚生充実
★★未経験者でも大丈夫！フォロー体制未経験者でも大丈夫！フォロー体制◎◎

千歳・恵庭 派 接客・販売

☎011-200-0683

仕　事▶�ホール業務および洗い物等の�
簡単なキッチン補助

時　間▶�10:30～14:30
給　与▶�時給880～900円
勤　務▶�土日を含む週5日�※火曜定休
まずはお気軽に
お電話ください。 ☎36-3016

恵庭市恵み野
西1丁目7-3 おれんぢ喫茶俺ん家

近所にお住まいの方大歓迎♪

ランチスタッフ募集
恵み野西1丁目の喫茶店です！

恵庭 パ ホールスタッフ

ソーシャルワーカー

知ってるようで、
 知らない

コトバ

【福祉】生活する上で困っている人々や、生活に不安を抱えている人々、社会的に疎外されている人々
に対して、治療者とは異なる立場から、総合的かつ包括的な援助を提供する社会福祉専門職の総称。

増員増員
募集!!募集!!清掃員清掃員

時給900円!!

恵庭

(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

パ 清掃

仕　事▶�医療機関の入口・受付付近等、外来周辺の�
日常清掃

時　間▶6:00～8:30
給　与▶時給900円
勤　務▶火・木・土
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、�

有給休暇
勤務先▶恵庭第一病院/恵庭市福住町1丁目6-６

《共通項目》
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶�時給861円�※他、ナイター加算・年末年始加算有
時　間▶�8:45～17:30�

※�13:00～21:30、8:45～21:30等、状況による（時間外手当有）
勤　務▶月10日程度
待　遇▶�雇用・労災保険、制服貸与（女性のみ）、交通費規定支給

扶扶養養内内
OKOK

40〜60代が
活躍中！

勤務開始日応相談♪

千歳市幸町3丁目3-2

担当/
林・大薄（おおすぎ）、白岩

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-40-9000

馬券の販売・払戻し機の
オペレーター 

（感染症対策は万全！）

場内警備・環境整備 
（感染症対策等）

ホッカイドウ競馬 Aiba千歳場外発売所

千歳 パ 販売、警備･環境整備

仕　事▶�仕込み、調理全般
資　格▶和食調理経験者
給　与▶�①月30～35万円�※経験者優遇�

②月20～25万円
時　間▶�17:00～23:00の間でシフト制
休　日▶日曜、祝日を含め月6～8日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�

各種手当有、制服貸与、まかない有

☎0123-26-5061 受付/13～18時
担当/浅野、山川

まずはお気軽にお電話ください。

千歳市幸町
2丁目3-2さんが

日本料理

ゆきあかり山河

正
社
員

調
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師
を
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集
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︒

一緒に頑張ってくれる新規スタッフを募集します。

7月
OPEN
予定

千歳 正 調理師

千歳市青葉5丁目6-10　http://www.hotal-web.com

仕　事▶�客室清掃、備品補充�
時　間▶�①9:00～15:00　②19:00～翌1:00�
給　与▶�時給900円～　※昇給有��

※22時以降/時給1,125円～
勤　務▶�応相談�

0123-40-20770123-40-2077
090-2511-4127

電話の上､写真付履歴書をお持ちください｡ 

担当/國田

ホ テ ル 　 　 　 　 　 ホ タ ル 全室Wi-Fi
完備

土日のみの方歓迎!土日のみの方歓迎!
WワークWワーク
OK!OK!

女性女性
活躍中!活躍中!

勤務日数勤務日数
応相談!応相談!

千歳 パ ベットメイク

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▶9:00～17:00（実働7h）�
期　間▶即日～長期（更新制）
休　日▶�工場カレンダーによる�

※週休2日

★女性活躍中!

【安平町】生ハム・ソーセージの製造

時給1,000円〜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950円～
時　間▶��フルタイム/①12:00～21:00�

　　　　　�②15:00～24:00�
パートタイム/③9:00～13:30�
　　　　　�④13:30～18:00�
　　　　　�⑤18:00～22:00

期　間▶即日～12月末まで�※延長の可能性有
休　日▶�水・日

★選べる時間帯!

【恵庭市】なるとの検品・梱包

時給950円〜即日
～12月末

6月中旬
～11月末

オススメ!オススメ!求人求人紹介!紹介! 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
恵庭・その他 派 製造、収穫、検品・梱包

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

7月
単月
もOK

7月・8月の
2ヶ月

★
時
間
・
給
与

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。�

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MAP12 13 14 15土 日 月 火
《開催時間》
❶10:00〜
❷14:00〜
❸19:00〜

《開催地》
千歳ベース �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

6/

千歳 ア 宅急便等仕分け作業

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･学生］時給871円
時　間▶17:00～21:00

㈱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

☎39-7777応募

資　格▶土･日勤務できる方
給　与▶�［一般］時給874円�

�［学生］時給871円
時　間▶17:00～21:00

島松店
恵庭市島松旭町1丁目1-1

応募

Web応募
はコチラ

品出しスタッフ募集!

☎26-6660
千歳市日の出1丁目1-66

千歳店 アークス
千歳店
はコチラ

★島松店はレジ・ナイトマネジャーも募集中！

★千歳店は水産部門も募集中！

千歳・恵庭 ア パ 品出し


