
2021 年 7 月 2 日（金） ちゃんと11

北海道クリーン開発㈱札幌支社
〒065-0030　札幌市東区北30条東12丁目4-9クリーンビル3Ｆ

担当/籔内
（ヤブウチ）☎011-704-0303

仕　事▶大手食品スーパーの日常清掃
勤務先▶ 恵庭市恵み野西3丁目1
時　間▶ 7:30〜10:30
勤　務▶�月20日程度�

（シフト制、日数相談可）
給　与▶ 時給865円
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、有給休暇
応
募

恵庭市恵み野 恵庭市恵み野 未経験でも大丈夫!!未経験でも大丈夫!!

スタッフみんなが明るく元気に働いています！
で清掃のお仕事で清掃のお仕事

恵庭 パ 日常清掃

資　格▶�普通自動車免許、介護福祉士又は介護職員初任者
研修修了（旧ヘルパー2級）以上

給　与▶�週5日勤務/時給1,260円〜 
週4日勤務/時給1,200円〜 
※いずれも処遇改善手当を含む 
★業績により年2回一時金を支給 ★昇給制度あり

時　間▶規定による
勤　務▶�週４〜5日（応相談）�※シフト制
待　遇▶�介護福祉士手当、労災保険、通勤・車両借上手当

未経験者でも安心‼︎
同行いたします♪

有給を
取得しやすい！

★ご自宅を訪問し､買い物･掃除･移動等を行うお仕事です。

〒061-1446　恵庭市末広町125番地1

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

ホームヘルパー募集!ホームヘルパー募集!

担当/笹川まずはお電話ください。

時間相談時間相談
できます♪できます♪

☎0123-33-1120

恵庭 パ 訪問介護員

送迎有

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。

◆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）
給　与▶�時給900円〜　　　勤　務▶�週5日（シフト制）�
勤務先▶�千歳市東丘（東千歳）
待　遇▶�車通勤可（交通費規定支給）

080-6803-9493

作業作業スタッフスタッフ短期
千歳 派 小麦の受け入れ作業

【同時募集】
夜勤専門ケアスタッフ

★1回19,700円可能!
勤務/月7〜9回

グループホーム向陽台 千歳市白樺
2丁目1-1

☎0123-28-5888 担当/水谷

電話連絡を頂いた後、面接日を決定します。
面接時に写真付履歴書・資格証をお持ちください。

◆ケアスタッフ（フルタイム）
仕　事▶認知症高齢者の日常生活支援・介護
給　与▶�日給6,750円（更新時昇給有） 

＋夜勤手当5,000円/回＋資格手当 
＋処遇改善手当（600円/日） 
※試用期間3ヶ月間は処遇改善手当支給なし

時　間▶�早番/7:30〜16:00（休憩1h、実働7.5h）�
日勤/9:00〜17:30（休憩1h、実働7.5h）�
遅番/10:30〜19:00（休憩1h、実働7.5h）�
夜勤・明/17:00〜翌9:30（休憩1.5h、実働15h）�
※シフト制

勤　務▶�4週8休（月21〜22日）
資　格▶�普通自動車運転免許
待　遇▶�労災適用、各社保完備（勤務時間による）、�

交通費規定支給（2km以上/上限12,000円）、�
車通勤可（無料駐車場有）

資格取得支援制度有!!

経験者大歓迎!経験者大歓迎!

千歳 契 ケアスタッフ

資格がなくても応募可能です！

（有）コスモファーム 千歳市中央2529-11（千歳駅から約7km）

電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

080-2733-5561

週週22日日〜〜
OK!!OK!!

勤務日・時間勤務日・時間
応相談

担当/山田
受付/8〜18時

◆生産加工スタッフ◆生産加工スタッフ
仕　事▶�簡単作業で葉っぱを採り、袋詰め、�

箱詰めで重たい作業はありません。
期　間▶即日〜10月
時　間▶�8:00〜17:00の間で4〜8h(応相談）�

※午前のみ・午後からの短時間勤務　�
　大歓迎です!

勤　務▶�週2日〜OK！
給　与▶�時給880円〜
休　日▶�日曜
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費規定支給
資　格▶�車通勤可能な方、未経験者歓迎
勤務先▶�千歳市中央2529-11
★週1日しか働けない方も曜日によっては、ご相談受けます。

体力に自信のある方におすすめのお仕事です♪

男性も活躍中！男性も活躍中！

千歳 パ 生産加工

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

勤務日は相談の上決定。週休2日制も相談可！

タクシー 
ドライバー募集!!

4勤1休だからしっかり稼げる!

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）

千歳 嘱 タクシー乗務員

☎26-6660
千歳市日の出1丁目1-66

千歳店
Web応募
はコチラ

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。

◆デリカ
給　与▶�［一般］時給897円
時　間▶8:00〜12:30　　　　勤　務▶週4日

◆デリカ　★土日勤務できる方限定
給　与▶�［一般］時給919円 ［学生］時給871円
時　間▶8:00〜13:00�
勤　務▶週3〜4日

◆ベーカリー　★土日勤務できる方限定
給　与▶�［一般］時給874円 ［学生］時給871円
時　間▶8:00〜13:00

㈱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

千歳・恵庭 ア パ デリカ、ベーカリー

恵み野店
恵庭市恵み野西3丁目1

☎36-2980

スタッフ募集!!

応募

応募

Web応募
はコチラ

千歳市上長都1-12 http://kuk-line.co.jp
旭新運輸開発株式会社

時　間▶�4:00〜13:00（休憩1h）�
※行先によって多少の変動有��
※残業月30〜40h程度

給　与▶ 月給245,000円以上 
（残業45h以内、深夜･休日なしの場合） 
※他、扶養手当・年次給・稼働評価手当有

資　格▶要中型免許、未経験歓迎、経験者優遇
休　日▶�1年変形労働時間制�※年間休日87日�

※社内カレンダーによる
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、各種

手当（扶養手当、家族手当、業務手当、評価手
当、安全手当等）、賞与（年2回）、有給休暇、各
種免許取得費用会社負担、互助会有、クラブ有

★日曜・祝日お休み　★賞与年2回有！
★道内のみ・ほぼ固定の配送！ 毎日自宅に帰れます。

速度超過ゼロなど安全に取り組む人の 
為に、社内評価制度があります！

新規大型取引開始に新規大型取引開始に
向けた大募集！向けた大募集！

一から現場を作れる社員を募集します。

手取りで手取りで
配送ドライバー配送ドライバーなな

らら

安定して高収入!!安定して高収入!!
4t2020〜〜2525万円万円

配送業務<4tドライバー>（正社員）

★今年4月にSBSグループ入り

家族で参加できる職場内の食事会で、親睦を深めましょう♬
★家族会毎年開催
★2019年1月新設のきれいな事務所です♪

座学･実技指導等サポート体制が充実！より安全に楽しく意見
や情報を共有する為に、月1回のミーティングと年2回の実車
を用いた安全大会を開催。

★社員の7割が未経験からのスタートです。

まずはお気軽にお電話ください。
面接時に写真付き履歴書をお持ちください。

【受付/8〜17時】
��担当/岩田☎40-6007

10月より10月より
スタート‼︎スタート‼︎

男女ともに
活躍中

千歳 正 4tドライバー

従業員やお客様を飛行機に乗せ
る車。スロープや階段が付いた
トラックです。
VIPが乗降する際は、屋根のない
ものが使われることが多いです。

パッセンジャーパッセンジャー
ステップカーステップカー 地上に止まっている航空機を

後ろに押し出して移動させたり、
牽引したりする力持ちな車両。
トーバーという棒を飛行機との
接続に使っています。
(必要としないタイプもあります)

トーイングカートーイングカー

航空機のコンテナを運搬するための台車。
トーイングトラクターに牽引されて
おり、コンテナを乗せた状態で回転
も出来ます。

コンテナドーリーコンテナドーリー

〜空港編〜〜空港編〜

意意外外とと知知ららなないい......!?!?
町町をささえるをささえる働く車働く車！！

札幌市中央区北4条西4-1�札幌国際ビル4F㈱ワールドインテック

まずはお気軽にお電話ください。出張面接も可。
曜日・時間等お気軽にお問い合わせください。 0120-93-8080 

待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、寮有、赴任交通費会社負担、引越し費用会社負担、�
有給休暇、車通勤可（駐車場有）�、昇給有（規定による）共通項目

期　間▶�長期�※3ヶ月毎更新
時　間▶�8:00〜17:00、20:00〜翌5:00�※実働8h
給　与▶�時給1,250円〜
休　日▶�4勤2休�※シフト制��

※GW、夏季休暇、年末年始有�
※生産状況により変動の可能性有

❶マシンオペレーター業務及びその付帯業務
勤務先▶山梨県中巨摩郡

（求人No.40162-00）

★男女ともに活躍中
★寮完備　
★年間休日120日

月収例
時給1,250円×1日8h×20日 
+残業30h+深夜55h
+休出8h+通勤手当 
＝291,609円可能！

期　間▶�長期�※3ヶ月毎更新
時　間▶�8:30〜17:15��

※実働8h
給　与▶�時給1,300円〜
休　日▶�土･日曜、祝日

❸自動車部品の目視検査
勤務先▶山梨県韮崎市

（求人No.40134-00）

★人気の日勤
★土日休みで高収入
★寮費無料

月収例
時給1,300円×1日8h
×20日+残業40h 
+通勤手当 
＝295,600円可能！

時　間▶�8:30〜17:30、22:30〜翌6:00　�
※実働8h

給　与▶月190,000円〜
休　日▶�土･日曜、祝日、他�※シフト制�

※GW、夏季休暇、年末年始有

❹製造
勤務先▶千歳市、他

（求人No.10056-00）
★ 未経験から正社員に！
★ 生活備品一式完備

の完全個室寮有

月収例

基本給190,000円 
+残業15h+通勤手当 
＝233,160円可能！

期　間▶長期
時　間▶�8:30〜18:10、20:30〜翌6:10�※実働8.5h
給　与▶時給1,200円〜
休　日▶�5勤2休もしくは5勤3休�※シフト制�

※�GW、夏季休暇、年末年始有、�
他、会社カレンダーによる

❷大型通信機器デバイス部品の製造及び検査業務
勤務先▶山梨県甲府市

（求人No.9116-00）
★残業多めで高収入
★寮費無料
★年間休日131日
★更新時、満了金有（規定有）

月収例
時給1,200円×1日8h
×20日+残業40h 
+深夜60h+通勤手当 
＝308,000円可能！

正社員&派遣社員募集中!!
千歳・その他 正 派 製造（広告No.50784）

派 派

派 正

アスクゲートノース

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980円〜
時　間▶�8:00〜17:00�

※変動の可能性有
期　間▶�7月中旬〜10月頃
休　日▶�シフト制
勤務先▶就業場所による

★シニア層も活躍中!

農作業（野菜関係）

時給980円〜
7月中旬〜10月頃

《千歳市近郊》

短期短期のお仕事のお仕事3職種3職種募集‼︎募集‼︎

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。●�送迎や、住み込み寮など待遇面でのご相談も可能です。

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

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

千歳・安平 派 箱詰め、運搬･氷詰め、製造、農作業

仕　事▶�レジ打ち、品出し、掃除、接客等
給　与▶�時給900円〜
時　間▶�9:00〜20:00�

※時間帯は応相談
資　格▶�週3日以上働ける方

千歳市新富3丁目10番6号�

まずはお気軽にお電話ください。

ワークマン千歳店作業服、作業用品
ユニフォームの
大型専門店

☎0123-22-0233 担当/佐々木

長く働ける方歓迎!!
未経験の方、祝日・土日働ける方大歓迎!

千歳 ア 店内業務全般

お仕事
ファイル

体力

気遣い度

コミュニケーション能力

老人ホームなどの施設や個人宅にて介護業務を行う職業。主に食事や排泄
などの手助けする身体介護と、家事全般のお手伝いをする生活援助を行う。

あったら
いいかも
資格

あったら
いいかも
スキル

生
活
を
支
え
、心
と
身
体
も

ケ
ア
す
る

●初任者研修修了以上

介護士・ヘルパー
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