
2021 年 7 月 2 日（金） ちゃんと9

千歳市幸町
2丁目3-2さんが

日本料理

ゆきあかり山河

7/7
OPEN

☎0123-26-5061
受付/14〜18時　担当/浅野、山川

まずはお気軽にお電話ください。

千歳 正 調理正 パ ホール
調理師

仕　事▶�仕込み、調理全般
資　格▶和食調理経験者
給　与▶月30〜35万円（経験による）
時　間▶�11:00〜23:00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

正社員

給　与▶月20万円〜
時　間▶�13:00〜23:00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

ホールスタッフ正社員

給　与▶�時給1,000円〜　 
※22時以降/時給1,250円

時　間▶�17:00〜23:00の間で実働3〜6h
勤　務▶週1〜6日
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、まかない有

ホールスタッフパート
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《ホールスタッフ共通項目》
仕　事▶�接客、配膳、会計、片付け等
資　格▶経験者優遇

北広島市
希望ヶ丘
1丁目2-3

総合物流企業㈱道南エース

◆大型車（ゲート車、ウイング車等）での家具や日用品の配送
給　与▶①月290,000円〜　②月240,000円〜
休　日▶�①日曜、他シフト制　②完全週休2日制
資　格▶�未経験者歓迎、高卒以上、大型免許
時　間▶�7:30〜16:30（残業有）　※当社運行規定により多少変動有
待　遇▶�社保完備、車通勤可、制服貸与、資格取得制度、他
勤務先▶�北広島市内、近郊、他　☆地方への配送や夜間配送も有

お気軽に
お電話ください！ ☎011-377-7288 080-4079-5991

担当/松岡　※土日祝も受付中

未経験者
大歓迎！

★頑張りが給与に反映！

長期長期
安定安定

★�恵庭方面より車で10〜15分。�
通勤圏内です。

有給休暇を取得しやすい環境! 希望休もOK!
無事故
無違反 報奨制度有

事業拡大事業拡大
につきにつき

安定した仕事安定した仕事コロナ禍でもコロナ禍でも
影響を受けにくい影響を受けにくい

大型ドライバ大型ドライバーー

増員増員募集‼︎募集‼︎
6名
募集

北広島 正 大型トラックドライバー

資　格▶保育士資格
給　与▶�時給1,000円〜
時　間▶�7:00〜9:00、�

16:00〜19:00
休　日▶�日、祝、他
待　遇▶�交通費規定支給、�

労災保険、試用期間1ヶ月有

まずは電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

訪問･見学訪問･見学
大歓迎！大歓迎！

朝･夕の朝･夕の
空いた時間で空いた時間で
働けます！働けます！

☎☎2929--33113311

千歳市みどり台南2丁目12-6
【受付/9〜17時】

担当/小原 恵庭市桜町3丁目9-1

☎34-0708
【受付/9〜17時】

担当/小原

保育士保育士
募募集集!!!! この他にもこの他にも

隙間時間で隙間時間で
勤務したい方は勤務したい方は
ご相談ください。ご相談ください。

千歳・恵庭 パ 保育士

介護職員 ★資格により時給UP!! パート
仕　事▶�通所介護もしくは訪問介護の介護職員
資　格▶�要普免、介護職員初任者研修修了以上
給　与▶�［介護職員初任者研修修了］時給900円〜 

［介護福祉士］時給1,000円〜 
※経験年数を考慮

時　間▶�8:50〜17:30の間で実働4h程度〜�※応相談�
待　遇▶�労災保険、賞与年2回、通勤手当、昇給年1回

介護職員介護職員
短時間も応相談

希望の方、正社員登用あり! 

経験者
優遇

デイサービスきずな 〒061-1424
恵庭市大町1丁目8-5

担当/もんま
【受付/9〜17時】☎39-5100まずはお気軽に

お電話ください。

恵庭 パ 介護

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
　　　　例/9:00〜14:00、15:00〜20:00等
　　　　[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

勤務時間、ご相談ください!勤務時間、ご相談ください!
千歳 パ 店内業務全般

作業作業スタッフスタッフ短期

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

◆倉庫内での馬鈴薯の選別･出荷作業
仕　事▶�［選別］傷物や変形･変色品を取り除く作業�

［出荷］�10kgに箱詰めされた馬鈴薯をパレットに�
積み込む作業

期　間▶７月下旬〜12月下旬　　時　間▶�8:30〜17:30
給　与▶�時給900〜950円
勤　務▶週2〜4日（シフト制）�※応相談
勤務先▶�千歳市東丘（東千歳）
待　遇▶�車通勤可（交通費規定支給）

送迎有

☎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

千歳 派 馬鈴薯の選別･出荷作業

勤務先▶千歳乃湯�えん（千歳市真々地3丁目）
仕　事▶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

経験者歓迎!
アルバイト パート

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

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

車が好きな未経験者さんにもおすすめ♪

☎0123-26-2191 担当/つのだ

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 ア パ 軽設備、洗車、送迎

(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！

仕　事▶新千歳空港商業施設エリア内共用部分清掃
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
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）、�

車通勤可

現在のスタッフは
全員男性です。

千歳 パ 清掃

石田花園 恵庭市中央206

090-8428-6171
まずはお気軽にお電話ください。　担当/石田

仕　事▶�花苗を黒ポットに植え込む作業�
※ハウスでの出荷作業（暑さ対策有）

資　格▶車通勤可能な方、未経験者歓迎
期　間▶即日〜�※長期勤務が可能な方歓迎
給　与▶時給870円〜
時　間▶ 8:30〜17:00（実働5h）
勤　務▶月〜土曜
休　日▶�日曜、その他
待　遇▶労災保険、試用期間有

勤務時間応相談！

数名数名
募集募集

恵庭 パ 花苗生産

紙面でも、ネットでも

求人を目指します。

働きたい人 雇いたい人

みんなに届く

が新しくなりました。

Web版

毎週木曜更新

Q人ナビ

あった!

即戦力が欲しい

Wワークしたい

長く働いてほしい

高時給がいい

経験者がいいな元気な人がいい

まずはお電話ください！ 担当/正能（しょうのう）

仕　事▶接客、レジ、品出し等の店内業務全般�
資　格▶�未経験者歓迎、学生可
給　与▶�平日/時給900円 

土日祝/時給950円 
※試用期間100h/時給865円

時　間▶��①8:00〜13:00�②12:00〜17:00�
※応相談

休　日▶�シフト制�※年中無休
勤　務▶�週2〜6日�※応相談
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与
勤務先▶�シャトレーゼ恵庭店/恵庭市本町7-3

☎0123-25-3321

土日祝は
時給950円!

扶養内
勤務も可

ボヌール株式会社
恵庭市本町7-3�シャトレーゼ恵庭店

時間帯応相談！フルタイム大歓迎!!時間帯応相談！フルタイム大歓迎!!

シャトレーゼ恵庭店シャトレーゼ恵庭店
スタッフ募スタッフ募集集!!!!

恵庭 ア パ 店内業務

苫小牧市と千歳市のお仕事です！

札幌市中央区南1条東3丁目10-13�アイパスビル3F

■事業許可番号/労働者派遣事業�（派）10-300240

札幌営業所ブラステック

0800-111-0501

まずはお電話ください！
随時登録受付中！出張面接致します！

❶かぼちゃ･玉ねぎの収穫、選果作業
《勤務先》苫小牧市柏原
給　与▶�時給1,100円
時　間▶�8:30〜17:00（実働7h、休憩1.5h）
休　日▶�日曜、祝日、他�※シフト制��

※週2日〜の勤務でもOK
期　間▶（即日or8月中旬）〜11月頃まで
待　遇▶��社保完備、交通費規定支給

❷発泡スチロール製品の製造、検品等
《勤務先》千歳市北信濃
給　与▶�時給1,060円 

※別途深夜割増有（22:00〜翌5:00）
時　間▶�20:00〜翌8:30（休憩3h）�

※1.5hの固定残業有�
※�入社から1ヶ月程度は�
8:30〜17:30の研修有

休　日▶土･�日曜、祝日、他工場カレンダーによる
期　間▶即日〜12月末の予定
待　遇▶��社保完備、交通費規定支給

★ 苫小牧市内送迎有！ 
※詳細はお問い合わせください。

★ 勤務開始日（即日or8月中旬）が選べます！

収穫･選果収穫･選果
スタッフスタッフ

製造･検品製造･検品
スタッフスタッフ＆

千歳・苫小牧 派 収穫･選果、製造･検品

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

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!正社員募集!
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 販売、軽整備
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