
2021年7月23日（金）ちゃんと 8

恵庭市大町1丁目9-12
合同会社すまいるくりえいと

まずはお気軽にお電話ください。
☎0123-25-6468

受付/
9:00〜17:00
担当/安田

恵庭 パ 清掃

資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶�時給861円〜
時　間▶�8:30〜12:00（実働3.5h）�

※シフト制、応相談
休　日▶�日曜日、他希望日応相談
待　遇▶�労災保険、交通費規定支給、車通勤可�

★長期勤務の方には退職金制度、�
　団体保険加入有

勤務先▶�グループホーム笑家えにわ�
（恵庭市大町1丁目9-12）

[清掃]施設内全般の清掃。
時間・勤務日等、ご希望に応じて調整します！

家事経験を活かして働きませんか？

子育て中のママ
シニアの方

大歓迎!!
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、車通勤可

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/�三浦・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

新車・中古車新車・中古車のの洗浄ライン洗浄ラインでのでの
シートシートややボディ洗浄ボディ洗浄、、加修作業加修作業

昇給有! お休み充実! 接客なし!
などを行うお仕事です

未経験者
歓迎!

恵庭 契 洗浄ライン作業

仕　事▶�レジ、接客、清掃、品出し等
資　格▶�未経験者歓迎、長期勤務できる方、�

土日祝勤務できる方�
※教育期間中は平日に�
　勤務可能な方（応相談）

時　間▶�22:00〜翌7:00
給　与▶時給1,100円〜
勤　務▶�★たくさん働きたい方も�

　応相談�
★週3日〜相談OK

待　遇▶制服貸与、車通勤可
応　募▶�電話の上写真付履歴書を�

お持ちください。

フリーターフリーターさん、さん、
主婦（夫）主婦（夫）さんさん

歓迎!!歓迎!!

恵庭島松東町店 恵庭市島松東町3丁目7-8

担当/佐々木
☎37-8355【受付時間/10時〜18時】

島松東町店 島松東町店 スタッフ募集!!スタッフ募集!!

残り 残り 
わずか!わずか!

恵庭 ア パ 店内業務

恵庭 ア パ 品出し・陳列

日本管財サービス株式会社千歳市青葉8-3-1

担当/高倉☎24-0800
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡

沼ノ端・早来方面からの通勤も可能！

仕　事▶�施設の入退場警備�
（車両・人の入構許可証の確認及び発行手続き等）

資　格▶�車通勤出来る方、定年者の方も歓迎　�
※施設警備2級（検定11月頃）を取得して頂き�
　正社員登用となります。�
　（取得するまでは契約社員/同条件）

時　間▶�0:00〜24:00（6h勤務の4交代）
勤　務▶�シフト制（年中無休）
給　与▶�月給153,000円〜�

別途資格手当有/施設警備1級8,000円　�
　　　　　　　�施設警備2級5,000円�
※月収例/施設警備2級資格者：月170h勤務の
　　　　�場合月給161,500円�
※試用期間2ヶ月有/時給900円

待　遇▶�社保完備、雇用保険、有給休暇、交通費規定支給（一律
月6,000円）、退職金制度有（条件有）、制服貸与

勤務先▶�新千歳空港貨物ターミナル

施設警備をやってみませんか！施設警備をやってみませんか！
国家資格取得国家資格取得をサポートいたします！をサポートいたします！

千歳 正 空港警備

農業生産法人

㈱けーあいファーム
〒066-0001�千歳市長都1010番地

担当/阿部☎42-8255
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

給　与▶時給870円〜�※経験・能力による
時　間▶�6:00〜18:00の間で4〜8h�※応相談
勤　務▶週2日〜OK

◆正社員
給　与▶�月給175,000〜230,000円+残業代
時　間▶�6:00〜18:00の間で8〜9h��

※シフト制�※1年変形労働時間制
休　日▶�週1日〜、夏季(5〜6日)、冬季(12〜16日)�

※シフト制�※年間休日93日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、昇給・賞与

有、有給休暇、社員割引有、寮完備、�
試用期間3ヶ月（同条件)

資　格▶�高卒以上、要普通免許、�
フォークリフト免許・大型特殊免許・�
大型自動車免許持っている方優遇

しいたけ栽培、野菜加工作業、 
工場仕分け作業等

種蒔き、苗準備、畑準備等
定植、草取り、収穫等
草取り、収穫、選別、仕分け等

12月～3月

3月～4月
5月～8月

8月～11月
★�希望者は南大東島（沖縄県)でサトウキビ�
の収穫作業もあります。（12月〜翌3月）

こんな野菜作ってます!▶▶

笑
顔
い
っ
ぱ
い
♪

笑
顔
い
っ
ぱ
い
♪ キャベツ、ブロッコリー、人参、カボチャ、白菜、スイートコーン、しいたけ、麦、大豆…

野菜の収穫･農作業野菜の収穫･農作業
小さいお子さんがいるスタッフ多数!!小さいお子さんがいるスタッフ多数!!

通年雇用なので長く働ける!!

千歳 正 ア パ 収穫・農作業

パート･アルバイトも同時募集!�★即日〜通年雇用

担当/阿部☎42-8255
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

大規模農場で運転しませんか？
仕　事▶�トレーラー・ダンプ（3t、4t）・軽トラックを

使用して、野菜や肥料、機械の運搬
資　格▶大型自動車免許、けん引免許、経験者優遇
給　与▶�月給175,000〜230,000円+残業代
時　間▶6:00〜（月による）�※一年変形労働時間制
休　日▶�週1日〜、夏季(5〜6日)、冬季(12〜16日)�

※シフト制�※年間休日93日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、有給休暇、�

社員割引有

〒066-0001�千歳市長都1010番地

農業生産法人

㈱けーあいファーム

農場運転手
急募!1名

千歳 正 ドライバー

「　　　　」とチラシの仕分け業務・丁合（折込）・配布作業

時　間▶�月・火・水曜日/9:00〜17:00の間�
（作業内容によって変動有、応相談）

　　　　木・金曜日/1地域、2h程度〜
給　与▶�時給900円　　
勤　務▶�週4〜5日�※応相談
資　格▶�年齢不問、�

車通勤できる方
待　遇▶�交通費規定支給��

※委細面談にて�

折込チラシの仕分けや
チラシの荷受け火

月

水 チラシの折込、梱包

一週間の主な流れ

300軒程度で、�
配布地域はその都度変わります。
※詳細は面接の際にご説明いたします！

木

金

　　　　  の配布

千歳市北斗4丁目13番20号 ☎0123-27-0911応
募

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

仕分け仕分け・・梱包梱包・・配布配布スタッフスタッフ

配布員も募集中‼︎配布員も募集中‼︎ ★�詳しくはお電話で�
ご相談ください！ 年齢不問 短期OK

千歳・恵庭 委 ポスティングスタッフパ 業務スタッフ

千歳市旭ヶ丘1丁目3-15�☎0123-24-2041

◆一般事務員
仕　事▶一般事務��
資　格▶�基本的なPC操作が可能な方

（ワード・エクセル）
給　与▶�月150,000〜200,000円
時　間▶�8:00〜17:00�
休　日▶��4週8休、年末年始、夏期休暇、

GW
待　遇▶�各社保完備、昇給年1回、賞与年

2回、通勤手当（月7,100円〜）

株式会社電材重機 千歳支店

急募

まずはお電話ください。 
面接日をご案内致します。面接時に写真付
履歴書をお持ちください。担当/黒木

一般事務員
経験者
優遇

�月収

15～20
万円

090-5073-2455

千歳 正 一般事務

〒066-0051　千歳市泉沢1007-109

☎0123-29-3100
まずはお気軽にお電話ください。

【佐藤水産鮨株式会社】�担当/こたか、たちばな

製造製造
レギュラー制レギュラー制 登録制登録制

◆弁当製造スタッフ/レギュラー制
時　間▶①7:30〜16:30�②22:00〜翌5:00
勤　務▶週4日〜（応相談）

◆弁当製造スタッフ/登録制
時　間▶�①22:00〜翌7:00の間で4h以上（応相談）�

②7:30〜16:30の間で4h以上（応相談）
勤　務▶日程をお知らせし、都合が合えば出社していただきます。

《製造共通項目》
仕　事▶弁当の盛付、簡単な仕込み、商品のピッキング、容器などの洗浄等
給　与▶①時給900円〜�②時給1,125円〜

◆送迎スタッフ
仕　事▶�製造スタッフの送迎（ハイエース使用）�※泉沢工場⇔千歳市内
資　格▶要普通免許
給　与▶月収5〜20万円�※希望収入ご相談ください。
時　間▶応相談�※例）7:00〜9:00、16:00〜18:00など
勤　務▶週3日〜（応相談）�※WワークOK

【全体共通項目】
待　遇▶�労災保険、交通費規定支給（上限2万円迄、千歳市内

送迎応相談）、制服貸与(製造のみ)

★�収入に合わせた働き方を�
ご提案します♪
★�お給料は当日現金払いも可能‼︎�
※条件有（応相談）

★�心配な方は、お試し勤務も可能！�
※もちろんお試し分のお給料は支給します。

送迎送迎
スタッフスタッフ

スタッフスタッフ

千歳 パ 弁当製造、送迎

千歳市日の出
1丁目1-66千歳店

㈱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 ア パ デリカ、ベーカリー

電話連絡の上、
写真付き履歴書をお持ちください。

応募 ☎26-6660 [担当]店長

千歳店の
Web応募
はコチラ

◆デリカ
給　与▶�［一般］時給877円　［学生］時給871円
時　間▶8:30〜13:00�
勤　務▶週4〜5日

土日出勤できる方限定

他に食肉（通常・短期）も募集中!お気軽にお問合せください!

◆デリカ（短期）
給　与▶�［一般・学生］時給950円
時　間▶�①8:00〜12:00�

②16:00〜20:00
勤　務▶週5日
期　間▶8月末まで

土日出勤できる方限定◆ベーカリー
給　与▶�［一般］時給919円　［学生］時給871円
時　間▶①8:00〜13:00　②17:00〜21:00
勤　務▶①週3〜4日　②週4〜5日

正社員2職種募集!!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭市住吉町
2丁目1-3富士交通㈱
担当/金田一☎0123-33-6271☎0123-33-6271

待　遇▶�社保完備、試用期間3ヶ月有《共通項目》

仕　事▶�市内循環バスの運転業務�
（マイクロバス以上のバスを使用）

時　間▶�6:30〜22:00の間で�
早番・遅番有（実働8h）

勤　務▶シフト制
給　与▶�月給20〜26万円�

（時間外含む）
資　格▶�中型二種又は大型二種保持者

バス
乗務員

〈正社員〉

女性も
活躍
できる!

トラック
乗務員

〈正社員〉 仕　事▶�トラックでの配送業務
時　間▶�7:00〜16:00��

※早出、時間外勤務有
勤　務▶�週5〜6日�※シフト制
給　与▶�4t/月23万円〜�

8tクレーン付き/月25万円〜�
11tクレーン付き/月26万円〜

資　格▶�中型免許

恵庭 正 トラック乗務員、バス乗務員
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