
2021年7月16日（金） ちゃんと11

千歳

《アルバイト共通項目》
資　格▶�車通勤可能な方
時　間▶8:45～17:00
休　日▶�日曜日�※その他応相談
待　遇▶�交通費規定支給
期　間▶2022年3月31日まで

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

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。

〒066-0051�
千歳市泉沢1007-134

青果物卸売り

株式会社 北 泉担当/中野
【受付/平日9～18時】☎28-2695応募

スタッフ募集中!スタッフ募集中!アルバイト･パートアルバイト･パート

扶養内扶養内
OK!!OK!!

パート

野菜の積み上げが主なお仕事です。
他に選別・袋詰め等もあります。
給　与▶時給1,200円

アルバイト
男性男性多数多数
活躍中!!活躍中!!

給　与▶�時給1,000円
原料（人参・いも）の入替え作業と洗浄
アルバイト 未経験者未経験者

歓迎!!歓迎!!

ア 洗浄作業、野菜の積み上げパ 野菜の選別・加工

★千歳・恵庭から車で20〜30分程度、静かな道で快適通勤♪

仕　事▶�調味料の包装作業、パレットへの移動等
資　格▶�未経験者歓迎、フリーター・主婦（夫）歓迎、�

車通勤できる方
給　与▶�時給915円～
時　間▶�10:00～16:00（実働5h、休憩1h）
休　日▶�土日祝、他会社カレンダーによる
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費規定支給、無料駐車場有、�

作業服貸与、有給休暇

女性多数活躍中!!女性多数活躍中!!
千歳・恵庭在住の千歳・恵庭在住の時給915円〜

扶養内
OK

まずはお電話ください。職場見学もOK!! 

☎0145-22-3452 担当/佐々木

勇払郡安平町早来富岡254-6�
東海物産㈱北海道工場
■調味料探究会社

カンタン作業！ イチから丁寧に教えます★

安平 パ 食品梱包作業

札幌市東区北12条東4丁目1-15 ガーデンコアN12 1階
株式会社 ベネフィット

清掃スタッフ
急募!!

まずはお気軽にお電話ください。�
面接は恵庭市内で行います。写真付履歴書をお持ちください。�

☎011-598-8990受付/9～17時
担当/大森�

物流センター （恵庭市北柏木町5丁目）
時　間▶8:30～11:30�
勤　務▶週3～4日　※土日休み　※応相談�

ホームセンター（恵庭市恵み野里美2丁目）
時　間▶8:00～12:00
勤　務▶土日含む週3～4日　※応相談�

《共通項目》
仕　事▶�店舗及び、物流センター内の日常清掃�

（男女トイレ清掃有）
資　格▶�未経験者歓迎、65歳以上の方も歓迎
給　与▶��時給870円�
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、有給休暇、�

試用期間3ヶ月�

未経験者歓迎!!未経験者歓迎!!

恵庭 パ 清掃

日本管財株式会社�北海道支店
札幌市中央区北4条西5丁目1　アスティ45ビル7F

担当/田口☎011-205-5641

まずはお気軽にお問い合わせください。
面接は現地で行います。

勤務先▶�千歳市北栄2-2-1�
（JR千歳駅から徒歩5分）

時　間▶�①17:00～翌9:00�※実働10h�
②9:00～翌9:00�※実働16h�
※実働140h/月

給　与▶月150,000円
勤　務▶�月11～12日（シフト制）��

※応相談
待　遇▶�社保完備、制服貸与、交通費規定支給、�

車通勤可、資格支援制度有、有給休暇

資格･経験 資格･経験 必要なし！必要なし！

景気景気やや外因外因に左右されないに左右されない
安定した安定したお仕事です♪お仕事です♪

施設管理員施設管理員募募
集集

千歳 契 施設管理

(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の共用部分清掃
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

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

千歳市幸町
2丁目3-2さんが

日本料理

ゆきあかり山河

☎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。

調理師
仕　事▶�①仕込み、調理全般�②調理、洗い場等
資　格▶和食調理経験者
給　与▶①月30～35万円�②月20万円～
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

正社員

給　与▶�経験者/月25万円～　�
未経験者/月20万円～　※委細面談

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

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

ホールスタッフパート

一
緒
に
頑
張
っ
て
く
れ
る

新
規
ス
タ
ッ
フ
を

募
集
し
ま
す
。

急急募!!募!!

《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

千歳 正 調理正 パ ホール

厨房スタッフ厨房スタッフ
長期で本店 北広島も 長期で本店 北広島も 
通勤可能な方歓迎!通勤可能な方歓迎!

募募
集集

仕　事▶�アミューズメント施設内の厨房にて、�
簡単な調理業務

給　与▶�時給880円
時　間▶�9:00～15:00�※応相談
勤　務▶週3～4日
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶�恵庭市恵み野西1丁目4、北広島市中央3丁目6-1

まずはお気軽にお電話ください。 
面接には写真付履歴書をお持ちください。

☎36-4114パパーーララーー恵み野恵み野
恵庭市恵み野西1丁目4番 受付/平日9〜17時

恵庭・北広島 パ 厨房

時間時間
応相談応相談

介護職員�★資格により時給UP!! パート
仕　事▶�訪問介護職員
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

◆札幌工場（恵庭市戸磯47-7）
資　格▶�未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶�9:00～18:00、21:00～翌6:00　�

※時間前後要相談
給　与▶�時給870円～+交通費規定支給�

※22:00～翌5:00深夜手当有
休　日▶週2日　※シフト制
待　遇▶�各種社会保険完備、�

有給休暇有、制服貸与、�
昇給有（人事考課による）、�
車通勤可、交通費規定支給

☎31-0900

製造スタッフ製造スタッフ

株式会社エフビーエス
〒061-1405　恵庭市戸磯47-7札幌工場

まずはお気軽にお電話ください。
受付/9～17時�
担当/原田・本間

パパンン

セブン-イレブンジャパン向けパンの 
製造をしている会社です。

募集募集

恵庭 パ 製造

グループホーム グループホーム 北のくにから北のくにから
〒061-1353　恵庭市島松本町4丁目8-25

㈲セカンドライフ

☎0123-37-2985まずはお電話ください。
担当/小野瀬

◆介護スタッフ
仕　事▶�入居者様の生活のお手伝い
資　格▶�不問、未経験の方大歓迎、�

土日勤務出来る方尚歓迎
給　与▶�時給890円�※試用期間/時給865円
時　間▶�①7:00～16:00　②8:30～17:30　�

③10:30～19:30　�
※①～③選択可（シフト制）�
※全てのシフトに入れる方尚可

勤　務▶�週2～5日�※日数応相談
待　遇▶�各社保完備、資格手当（試用期間後）、�

交通費（月25,000円迄）実費支給、車通勤可、�
処遇改善手当年3回別途支給、正職員登用制度有

夜勤ナシで
働きやすい

2020代代〜〜6060代代
みんな大活躍中!みんな大活躍中!

働き方働き方について、について、
遠慮なくご相談ください！遠慮なくご相談ください！

笑顔があふれる♪

恵庭 ア パ 介護

千歳市花園5丁目7-3-103
シダックス大新東ヒューマンサービス㈱ 千歳営業所

履歴書(写真貼付)を郵送ください。
追って面接日をお知らせします。

［担当］石岡☎0123-42-1831

仕　事▶�シフト作成、帳票作成、�
月1回給食会議の参加、�
調理・調理補助・洗浄・清掃�

資　格▶�栄養士もしくは管理栄養士で、�
実務経験３年以上、�
65歳未満（定年雇用止めの為）

給　与▶�月170,000円�
＋精皆勤手当6,000円�
+責任者手当5,000円�
＋（資格手当…栄養士3,000円、�
　�管理栄養士30,000円）�
※賞与年２回（200,000～300,000円）

時　間▶7：30～16：30
休　日▶�週休2日
待　遇▶社会保険完備、交通費支給、制服貸与

栄養士栄養士募集!!募集!!
《月収例》 栄養士…月184,000円栄養士…月184,000円

管理栄養士…月211,000円管理栄養士…月211,000円

千歳 契 パ 栄養士

アルバイト体験記 恵庭市/梅酒大好き

子供の進学をきっかけに、お友達の紹介で、春先から冬前の野菜の選別
のお仕事を3年間していました。夏場は30℃以上になる温室内での作業で、
トマトの選別作業や、テーブルで箱詰め作業をしました。

黙々と重さを量りながら袋詰めをしてラインに流す作業が好きでした。出
荷先によってランクがあるので、いかに早く間違いなく詰めるかが勝負です。

繁忙期は、収穫のお仕事もありました。汗びっちょりになるので着替え持参
です。これもまた黙々と作業出来るので楽しかったです。ベテランの方の作業が早過ぎてついていけ
ませんでしたが（汗）お昼休憩には食後のおやつタイム！ 皆でお菓子交換しながらのおしゃべり。

時期や天候によって収穫量が変わるので、繁忙期は多少残業がありましたが、仲間に恵まれて
楽しくお仕事出来ました。

※詳しくはお気軽に 
　お問い合わせくださいませ。

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-21-9713
千歳市平和1006-1385

新千歳空港IC側に営業所を開設しました!
経験を活かして働こう!車両増車のため

●安定した仕事量!
●経験者優遇!

千歳 正 ドライバー

給　与▶�大型/月280,000円～�
4t/月240,000円～

時　間▶��8:00～17:00�
（運行内容により異なる）

資　格▶経験者優遇�
休　日▶�日祝、他
待　遇▶各社保完備�

正社員募集!正社員募集!
トラックドライバートラックドライバー
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