
2021年6月25日（金） ちゃんと13

ホールホール
スタッフ募集スタッフ募集

給　与▶��時給900円〜�※高校生/時給861円〜�
※試用期間1〜3ヶ月有/時給861円

時　間▶10:30～20:30の間でシフト制
休　日▶�シフト制、応相談
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、昇給有、�

制服貸与、正社員登用制度有

☎46-2221応募

かまど円山�新千歳空港店
千歳市美々新千歳空港ターミナルビル3F

担当/さいとう

★未経験者歓迎♪　
★正社員登用有!!

高校生
OK！

千歳 ア 店内業務

まずはお気軽にお電話ください。面接は現地で行います。

◆売店スタッフ
仕　事▶�自衛隊内にある売店での品出し・レジ・清掃等
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給886円〜�※昇給有
時　間▶�[平日]�①7:30～20:00の間で実働4～5h�

②7:30～20:00の間で実働8h
　　　　[土・日・祝]10:00～15:00
勤　務▶①週2～5日�②週5日
待　遇▶�雇用・労災保険、社保完備（②のみ）、交通費規定支給、

車通勤可（無料駐車場有）、制服（エプロン）貸与、�
有給休暇、試用期間3ヶ月有

勤務先▶�東千歳駐屯地�東厚生センター内

千歳市祝梅1016
☎0123-40-2531
㈲ティーワイコーポレーション 東千歳店

担当/五
い か り
十里

車通勤OK！無料P有車通勤OK！無料P有♪♪
千歳 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

清掃・厨房清掃・厨房
スタッフ募集!スタッフ募集!

待　遇▶�社保完備（勤務時間による）、賞与年2回、制服
貸与、交通費規定支給、車通勤可、有給休暇有

共通�
項目

株式会社道央環境センター 恵庭市本町27番地

☎0123-34-0740応�募

◆清掃 《パート》

給　与▶�時給870円
時　間▶�8:00～14:00の間で実働2.5～5.5h
休　日▶シフト制�※勤務日要相談

◉ラ･デュース恵み野

給　与▶�時給900円
時　間▶�5:00～19:30の間で実働4～8h　
勤　務▶シフト制�※応相談

◆厨房（調理補助） 《フルタイム/パート》
◉我汝会えにわ病院 
★フルタイム・扶養範囲内選択可

給　与▶�時給870円
時　間▶�①8:00～12:00�②13:00～17:00�

※①②シフト制（実働4hもしくは8h）
休　日▶�日曜、祝日、他

◉恵庭南病院
★扶養範囲内選択可

恵庭 パ 清掃、厨房（調理補助）

ざんねんなざんねんな
マネマネ

-面接編-

これでばっちり!!これでばっちり!!

アルバイト・パートの面接でも
ビジネスマナーを大切にしま
しょう。清潔感のある服装で
訪問して、入退室の際はしっ
かり挨拶を心掛けると吉。

ラフなラフな
スタイルでスタイルで
参上！参上！

友達の家に
遊びに来た
みたい…

応募者ずかん応募者ずかん

面接に臨む態度
怖いものなし

NG度

ざっくばらん度

◆小麦の受け入れと水分量の検査
仕　事▶�収穫された小麦の受け入れと水分量の検査

になります。検査終了後は受け入れ先までト
ラックの誘導をお願いします。積み降ろし作
業はありません。

期　間▶７月下旬～２週間程度
時　間▶�8:30～17:30（受け入れ量により変動有）
勤　務▶�週5日（シフト制）�
◆倉庫内での馬鈴薯選別作業
仕　事▶�傷物や変形･変色品を取り除いていただきます。
期　間▶７月下旬～12月下旬
時　間▶�8:30～17:30
勤　務▶週2～4日（シフト制）�※応相談

株式会社　北海道支店
■一般労働者派遣(派13-01-1084)　〒060-0013 札幌市中央区北13条西18丁目1-8

☎011-640-7003

（受付時間�平日9:00～18:00）土日定休
（代表）（採用担当）

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
お問い合わせは携帯電話まで。面接は希望地で行います。

080-6803-9493

作業作業スタッフスタッフ
幅広い年齢層幅広い年齢層が活躍中！が活躍中！未経験未経験でも丁寧に説明します。でも丁寧に説明します。

短期

《共通項目》
勤務先▶�千歳市東丘（東千歳）
給　与▶�時給900円〜
待　遇▶�車通勤可（交通費規定支給）

送迎有

千歳 派 小麦および馬鈴薯作業

千歳 派 ①印刷機械のマシンOP②電子部品の製造･付帯作業③電子部品の製造

勤務先▶千歳乃湯�えん（千歳市真々地3丁目）
仕　事▶�①浴場、脱衣所等の清掃　�

②清掃、簡単なボイラー操作（資格不要）
資　格▶未経験者歓迎
時　間▶�5:30～9:00�※実働3.5h（時々0.5hの延長有）
給　与▶時給900円
勤　務▶週2～4日（シフト制）�※年中無休
待　遇▶労災保険、交通費規定支給、車通勤可

清掃員清掃員
募集!!募集!!

日本管財サービス株式会社
〒066-0015　千歳市青葉8丁目3番1号

担当/高倉☎0123-24-0800
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡

60代の方60代の方
活躍中!活躍中!

千歳 パ 清掃

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

Qua ity & Discount

千歳市北陽1丁目2-1フードD365千歳店
担当/加々谷☎27-5370

土日勤務
できる方
大歓迎!!

スタッフ募集
◆精肉◆精肉

◆鮮魚◆鮮魚

時　間▶①8:00～13:00�
������������②12:00～17:00

時　間▶8:00～13:00

給　与▶�時給881円　　　
勤　務▶週4日以上で応相談
待　遇▶�雇用保険（勤務時間により加入）、�

有給休暇、制服貸与

千歳 パ 店内業務　

 

共
通
項
目

北海道産のフルーツ専門店です♪ 仕　事▶�北海道産のフルーツの販売業務全般、�
生フルーツ・カットフルーツ・フルーツ加工品、
ソフトクリームなどの販売・補充・レジ�
業務、商品の発送受付等

資　格▶�学歴・経験不問、学生不可、�
フルタイム・土日勤務できる方歓迎

給　与▶�時給920円〜　※昇給有　※経験者優遇　�
※試用期間3ヶ月/時給870円

時　間▶�①7:30～16:00　②10:00～18:00　�
③12:00～20:30

休　日▶��月8～10日　※シフト制
待　遇▶�交通費規定支給、駐車場代補助有、各社保完備、

制服貸与、社員割引有、空港施設内割引有
勤務先▶�HOKKAIDO�FRUITS　耕人舎�

（新千歳空港国内線ターミナルビル2F）

千歳市美々 新千歳空港国内線ターミナルビル2FHOKKAIDO FRUITS 耕人舎

NEW OPEN!
7月1日

オープニングスタッフオープニングスタッフ募募集集

新千歳空港内に

★全員一からのスタートなので安心♪
★接客がはじめての方も安心してスタート 
　できるように、研修時間もじっくり設け
　ています!
★ 長く安定的に働きたいと考えている方

大歓迎！

☎0145-26-2800
担当/田仲　【受付】平日�9～17時㈱北海道興農社�本社

まずは、お気軽にお電話ください。

千歳 パ 販売

資　格▶�介護職員（正職員）、未経験の方でも大丈夫です。�
※介護職員初任者研修（ヘルパー2級）などあれば
尚可�※要普免（AT限定可）�

時　間▶�8:15～17:15（休憩1h）
休　日▶�完全週休2日（日曜+他1日、シフト制）、�

年末年始（12/31～1/3）�
★特別有休･代休制度もあります！

給　与▶�月給170,000円〜230,000円（各種手当含む）�
※年齢・介護経験のある方は金額考慮致します。�
※介護福祉士の方/月給180,000円以上可能�
※介護福祉士有資格の方は、生活相談員兼務資格�
　手当支給

待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、試用期間3ヶ月有、各社
保完備、車通勤可（駐車場有）、賞与年2回有

☎0123-34-8130こちらにご連絡
ください！

まずはお気軽にご連絡ください。
●施設の見学だけでも大歓迎です。是非ご一報ください。
●パート勤務ご希望の方も遠慮なくご連絡ください。

デイサービスセンター
らいふてらす恵庭中島
恵庭市中島町1丁目11-3
HP▶http://life-terrace.jp/ 是非ブログをご覧ください！ 興味を持って頂けるはず♪
メールアドレス▶terrace.eniwa@gmail.com

20代〜60代20代〜60代までまで
幅広い世代が活躍している幅広い世代が活躍している

とてもとても働きやすい働きやすい環境です!環境です!

正職員でしっかり正職員でしっかり安定収入!!安定収入!!
介護職員介護職員募募

集集

恵庭 正 介護職員

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

アスクゲートノース

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

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��
※延長の可能性有

休　日▶�水曜・日曜

★選べる時間帯!

なるとの検品・梱包

時給950円〜
即日～12月末

《恵庭市》

給　与▶�時給980円〜
時　間▶�8:00～17:00�

（休憩90分)
期　間▶即日～11月末
休　日▶�シフト制�

※相談可能

★安心の送迎付きです！

ブロッコリーの収穫

時給980円〜
即日～11月末

《むかわ町》

給　与▶�時給970円〜
時　間▶�8:30～17:30�

（休憩90分）�※変動の可能性有
期　間▶即日～10月頃
休　日▶�週休2～3日�※シフト制
待　遇▶交通費規定支給

★自力通勤者歓迎‼︎

野菜の①箱詰め②運搬･氷詰め

時給970円〜
即日〜10月頃

《千歳市》

給　与▶�時給1,000〜1,100円
時　間▶�9:00～17:00（実働7h）�

※短時間勤務の相談可能
期　間▶�即日～2ヶ月�※更新制
休　日▶�水曜・日曜��

※出勤日数の相談可能

★時間･休日の相談可能！

生ハム・ソーセージの製造

時給1,000〜1,100円
即日～2ヶ月（更新制）

《安平町》

給　与▶�時給930〜1,000円
時　間▶�8:00～17:00�

※変動の可能性有
期　間▶�7月～10月頃
休　日▶�シフト制

★シニア層も活躍中!

農作業（野菜関係）

時給930〜1,000円
7月〜10月頃

《千歳市・長沼町》

給　与▶�時給900円〜
時　間▶�①8:30～17:30�

②18:00～翌3:00�
③9:00～14:00�
※�①～③の時間帯から�
相談可能

期　間▶即日～長期
休　日▶日曜・他�※シフト制
待　遇▶自力通勤者交通費支給

★週3、4日勤務も可能！

食品の検品・梱包・製造

時給900円〜
即日～長期

《恵庭市》

短期短期・・長期長期のお仕事あります!のお仕事あります! WEB面接WEB面接も可能です。も可能です。
まずはお気軽にお問合せ下さい。まずはお気軽にお問合せ下さい。

1Rタイプも1Rタイプも
空きあります。空きあります。●�●�送迎送迎や、や、住み込み寮住み込み寮など�など�

待遇面でのご相談も可能です。待遇面でのご相談も可能です。

短期 短期短期 短期

千歳・恵庭・他 派 検品、梱包、製造、収穫、運搬、農作業
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