
2021 年 7 月 9 日（金）ちゃんと 8

仕　事▶�店内の床掃き・拭き、窓・ショーケースの�
拭き取り等の清掃

資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶�時給920円  

※試用期間1ヶ月/時給861円
時　間▶��7:00〜10:00　※実働3h程度
勤　務▶�木、金、土、日　※応相談
待　遇▶�労災保険

(有)はるかカンパニー
〒061-1447　恵庭市福住町2丁目1-10

まずはお電話のうえ、写真付
履歴書をお持ちください。 ☎32-2046
阿部精肉店

恵庭 パ 清掃

清掃清掃スタッフ募集!スタッフ募集!
★勤務日数応相談!★未経験者歓迎!

仕　事▶�食品製造工程において工程管理を担当します。
資　格▶�要普免、資格不問、�

18歳未満不可（法定により年齢制限が設けられてる為）、�
39歳以下（長期勤続によるキャリア形成の為）

時　間▶�①8:00〜17:00�②16:00〜翌1:00��
※新入社員は基本①

休　日▶�土曜・日曜、他（年間休日121日）�
※GW・お盆・年末年始有

給　与▶�月給150,000～240,000円 
＋リーダー手当 
　（5,000～10,000円 ※業務の習熟度に応じて支給） 
※新卒/月15万円～、新卒以外/月18万円～  
　（経験等により決定）

待　遇▶�各社保完備、交通費実費支給、昇給有、�
賞与年2回有（前年実績/計3ヶ月分）、残業手当有、
深夜手当有、退職金制度有、有給休暇有

お電話のうえ履歴書をご郵送ください。（書類選考有）

〒066-0007�千歳市中央1114-13

［担当］くしだ☎0123-20-2161
AWファーム千歳株式会社

食品工場食品工場のの未経験者未経験者でも、でも、
働く意欲働く意欲を重視致します！を重視致します！

千歳 正 食品加工製造管理者

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。

◆野菜の選別（恵庭市島松）
期　間▶8月中旬〜10月末
給　与▶時給950円
時　間▶�9:00〜17:00�※現場により変動
休　日▶シフト制
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可（無料駐

車場有）、残業手当有

★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）

大歓迎!!大歓迎!!

スタッフ募集!スタッフ募集!

時給950円!

未経験未経験 シニアシニア
の方の方

主婦（夫）主婦（夫）
さんさん

恵庭 派 野菜の選別

勤務先▶�JR島松駅〜JR恵庭駅、JR新千歳空港駅
仕　事▶�駅舎内全般の清掃�

（男女・バリアフリートイレ含む）、ゴミの収集・分別、他
時　間▶�現場による�

例/JR新千歳空港駅の場合�
　�①8:50〜12:50（実働4h）�
　�②12:50〜19:50（実働6h、休憩1h）�※シフト制

給　与▶時給875円 ※試用期間3ヶ月有（同条件）
勤　務▶4週6休�※シフト制、応相談
待　遇▶�各社保完備、有給休暇、交通費規定支給、制服貸与
お電話の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。担当/安藤

北海道クリーン・システム㈱ 札幌鉄道支店 空港営業所
千歳市美々JR新千歳空港駅舎内■JR北海道グループ

☎0123-45-7160 080-2877-3015

駅舎清掃スタッフ駅舎清掃スタッフ
募集!募集!★女性活躍中! ★勤務先多数!

千歳・恵庭 パ 清掃

【接客】来店されたお客様に、目を合わせて「い
らっしゃいませ」と声かけをすること。

アイコンタクト

知ってるようで、
 知らない

コトバ

どちらもどちらもOK!OK!
扶養内、Wワーク、学生さん…扶養内、Wワーク、学生さん…
いろんな方が活躍中です!いろんな方が活躍中です!
≪期間は応相談≫≪期間は応相談≫
あなたのご希望をあなたのご希望を
お聞かせください♪お聞かせください♪

短期
通年

まずはお電話ください。

■医療・福祉施設向けクリーニング業

千歳市泉沢1007-207
㈱北海道シルバーサービス 千歳工場

☎0123-28-3771☎0123-28-3771

◆クリーニング品の仕分け・仕上げスタッフ
　機械や手で仕上げるカンタン作業♪
時　間▶�原則8:00〜17:00の間で実働6〜8h程度�

※応相談（扶養内希望の方、勤務時間対応致します。）
勤　務▶�週2〜5日で応相談（土日完全休）
給　与▶時給861円～
待　遇▶�送迎有(千歳市内のルートのみ）、社保完備、�

車通勤OK、交通費規定支給、昇給有、社員登用有、
試用期間有（長期希望の方）

千歳 ア パ 工場作業

年齢・性別不問!!無資格・未経験者OK♪

グループホーム 安平の郷勇払郡安平町安平675-16

担当/アリキ☎0145-26-3301応募

◆グループホーム介護職員
時　間▶�①8:30〜17:30�

②17:00〜翌9:00�（夜勤/月5回程度）�
※①②のシフト制（4週8休）

◆夜勤専従
時　間▶�17:00〜翌9:00（週2回程度）
《共通項目》
資　格▶�無資格・未経験でもOK！�

介護職員初任者研修修了（旧ヘルパー2級）
以上あれば尚可、土日祝勤務できる方歓迎、
要普免

給　与▶�時給1,010円 ※22時以降深夜割増有
待　遇▶�各社保完備、車通勤可、有給休暇、交通費規

定支給、当社規定により昇給年1回、賞与年
2回、燃料手当有、産前産後・育児休暇有

グループホーム・有料老人ホームグループホーム・有料老人ホーム

安平の郷 職員募集!!安平の郷 職員募集!!
サービス残業無し!  就業時間を超えた分も賃金としてお支払い致します。

安平 パ 介護

〒066-0077 千歳市上長都1053-1
■自動車部品製造業㈱ダイナックス

◆製造職
仕　事▶�製品の加工・取付・機械オペレーター、その他関連業

務等、製品の生産対応全般を担当していただきます。
給　与▶�日給月給153,500円～　 

※職務経験等により優遇致します。 
資　格▶�18歳以上（省令2）、高卒以上、経験不問（製造

業務経験者尚可）、交通機関が不便な為マイ
カー又は自力通勤可能な方

時　間▶�①8:30〜17:30�②20:30〜翌5:30�※①②の交替制
勤　務▶�完全週休2日制�

※�生産ラインの稼働状況により、5勤2休（土
日休み）と4勤2休（その他）になる場合があ
ります。（勤務カレンダーによる）

◆生産管理職
仕　事▶�生産計画の立案、納期管理、在庫管理、工程進捗管理
給　与▶�日給月給201,000円～ 

※職務経験等により優遇致します。
資　格▶�工場での生産管理・工程管理・資材購入経験者、�

基本的なPC操作が可能な方�
（ワード・エクセル・メール使用可能な方）�
※英語スキルあれば尚可

時　間▶�8:30〜17:30
勤　務▶�5勤2休

☎0123-24-2891
まずはお電話の上、履歴書と職務経歴書をご送付ください。

人事総務部 採用担当 宛

製造職&
生産管理職

募
集

増産のため、

充実した
入社教育!

福利厚生
充実!

《共通項目》
休　日▶�年間休日121日�

（GW・お盆・年末年始等）
待　遇▶�賞与年2回、退職金制度有、昇給有、社保�

完備、交通費支給有、無料駐車場有、企業内
保育施設有、試用期間6ヶ月有、制服貸与

勤務先▶�苫小牧工場（苫小牧市字柏原6-183）�
千歳工場（千歳市上長都1053-1）

千歳・苫小牧 正 自動車部品の製造、生産管理

20代20代
30代30代

40代40代
50代50代

70代70代

60代60代

▲スタッフの年齢構成（イメージ）▲スタッフの年齢構成（イメージ）

東洋ワークセキュリティ㈱千歳営業所
千歳市幸町3-15エレガンスビル4階

■警備事業（宮城県公安委員会認定第22000353号）

仕　事▶�お客様や車両の誘導等
資　格▶�18歳以上（省令2）、有資格者尚可
給　与▶�日給8,000～10,000円
休　日▶�週休2日（他会社カレンダーによる）
時　間▶�シフト制（実働8h）��

★日勤のみ、夜勤のみもOK!�
8:00〜18:00、21:00〜翌7:00他

★全国に41営業所を展開！

60歳以上の方も多く在籍！

☎0123-29-3203

まずはお気軽にお電話ください。
面接時に写真付履歴書をお持ちください。

採用担当/清水

★�増収・増益昨年対比125%�
�コロナ禍でも安定した仕事量！

★有給休暇の取得率、ほぼ100%！

★�異業種からの転職者多数！�
前職の経験を生かせます。�
（ホテルマン・飲食店・営業マン等、前職は様々）

★�誘導だけが仕事じゃない！　�
あなたの温かい声掛けで�
現場が和む・安心が広がる！�
警備業ってサービス業なんです♪

勤務先▶�千歳・恵庭市内、近郊�※現場への直行直帰可能�
例）新千歳空港での車両誘導、�
北海道ボールパークでの車両誘導等、現場多数

待　遇▶�交通費規定支給、社保完備（勤務による）、�
昇給制度有、賞与年2回、有給休暇、制服貸与、�
法定研修有（6日間・45h/38,745円支給）、�
入社祝い金最大15万円支給（規定有）

◆ 【現場多数あります!!】常駐警備スタッフ　★週2、3日～OK!!　★シニア世代活躍中!!

常
駐
案
件
多
数

元気に活躍中！

千歳・恵庭・他 契 ア パ 常駐警備スタッフ

紙面でも、ネットでも

求人ページを目指します。

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

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④倉庫内作業

〒069-1304�
夕張郡長沼町東1線北15番地日豊運輸株式会社

地域に愛され地域に根ざして56年

《①③共通項目》
休　日▶��日曜、祝日、他当社カレンダーによる休日  

※土曜･お盆･年末年始の休日有
《②③共通項目》
給　与▶�基本給156,000～197,000円＋諸手当 

◇諸手当 ※残業、家族、通勤手当等 
◆月収目安(前年実績/18.5～25万円) 
◇賞与年3回(前年実績/23～26万円) 
◆年収目安（前年実績/250～340万円）

資　格▶�要普免�※③はフォークリフト資格あれば尚可

仕　事▶�資材･製品等の運搬、除雪作業等�
★配送エリアは道内で主に日帰りの管内、近隣地域

資　格▶�大型自動車免許･小型移動式クレーン必須�
※玉掛け・フォークリフト資格あれば尚可

給　与▶�基本給156,000～214,000円＋諸手当 
◇諸手当 ※残業、家族、通勤、運送手当(歩合給)等 
◆月収目安(前年実績/27～35万円) 
◇賞与年3回(前年実績/19～31万円) 
◆年収目安（前年実績/350～460万円）

❶8tユニック運転手/長沼町東1線北15番地

仕　事▶塵芥収集車に乗降しての家庭ゴミの積込、積降作業
休　日▶��日曜、他当社カレンダーによる休日

❷塵芥収集作業員/長沼町東5線北8番地（�南空知公衆衛生組合）

仕　事▶倉庫等での一般荷役作業（農産物･肥料･諸資材･粗大ゴミ等）
❸一般作業員/長沼町東1線北15番地

※市外局番を付けておかけください。【受付/8〜17時　担当/安田】
☎0123-89-2021まずはお気軽に

お電話ください。

《全体共通項目》
時　間▶�8:00〜17:00（年間労働時間2,070h）�

※1年単位の変形労働時間制
休　日▶年間休日89日
待　遇▶��社会・労働保険完備、退職金制度有、定年60歳、�

継続雇用制度有(65歳まで�※延長実績有)、�
試用期間3ヶ月有、寒冷地手当支給（2〜6万円）

その他 正 8tユニック運転手、塵芥収集作業員、一般作業員

資　格▶�中型免許以上
時　間▶�7:30〜16:30(実働5〜7h程度)
休　日▶�日曜日
給　与▶�時給900円～＋交通費規定支給 

※大型免許保持者は時給1,000円～
待　遇▶�各社保完備（勤務状況による）、�

暖房手当（9月〜翌3月）、年末手当
勤務先▶�千歳市内

〒066-0067　千歳市桂木3丁目9-26

担当/髙橋☎0123-27-7244
有限会社 協成ワーク

（塵芥収集車・4tトラック運転、他）（塵芥収集車・4tトラック運転、他）

廃棄物・資源物廃棄物・資源物
回収等のお仕事回収等のお仕事

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

正社員正社員
登用有登用有

急募急募
千歳 ア 廃棄物・資源物回収等
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