
2021 年 7 月 30 日（金） ちゃんと11

恵庭市戸磯616番地2

◆食品製造作業（フルタイムパート）
時　間▶�①8:00～17:00�

②8:00～13:00、12:00～17:00�
※年末は早出・残業有

勤　務▶週5日
休　日▶�原則日曜、他週1日
給　与▶①時給920円　②時給910円
資　格▶�18歳以上、未経験者歓迎、長期勤務できる方
待　遇▶�［①のみ］健康保険・厚生年金［①②共通］雇用保

険、制服貸与、恵庭市内送迎バス有（他地域交通
費規定支給�※上限月1万円）、食事補助制度有

工場勤務が初めてでも

大丈夫!!

食品製造スタッフ食品製造スタッフ募集!!募集!!
主婦（夫）さん歓迎!! 長期安定です！

恵庭市内
送迎バス有

とんでん㈱ 恵庭工場
担当/大西☎34-6061

�電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
詳細は面談にて。お気軽にお電話ください。

恵庭 パ 食品製造作業

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

三好梱包商事有限会社  本社 人事部
〒065-0033  札幌市東区北33条東16丁目4-22

三好梱包商事（有）千歳事業所

仕　事▶�農業機械の組立・梱包作業、�
木枠釘打ち・木箱製作など

資　格▶�35歳以下　※長期勤続によるキャリア
形成のため若年者などを募集

給　与▶月給200,000～220,000円
時　間▶�8:00～17:00(実働8h)
休　日▶�土日祝(年間121日+特定年休5日)
待　遇▶�各社保完備、有給休暇制度、交通費規定�

支給、制服貸与、車通勤可(駐車場完備)
勤務先▶�千歳市上長都第3工業団地内

写真付き履歴書を下記住所へご郵送ください。 
後日面接日をご連絡いたします。

※応募書類は求人者の責任にて廃棄いたします。

梱包作業
スタッフ募集!
正社員

将来幹部候補！

《お問合せ》　☎0123-22-4368（梱包請負業）

お気軽にお問合せください★

千歳 正 工場内梱包作業スタッフ

� 入社後すぐに使える� 入社後すぐに使える特別有休制度特別有休制度有!!有!!

清掃スタッフ清掃スタッフパート

応募

千歳市美々新千歳空港内�ターミナル�アネックスビル1階
東京美装北海道㈱千歳支店

☎0123-24-☎0123-24-37713771平日

◆【千歳市泉沢】日本血液製剤機構
給　与▶時給870円～
時　間▶7:00～11:00（実働4h）�
休　日▶土･日曜、祝日

◆【千歳市蘭越】ザ・ノースカントリーGC
期　間▶即日～11月下旬
給　与▶�時給950～1,000円
時　間▶�①10:00～19:00位まで（実働3.5～8h）�

②8:30～12:30�③6:30～10:30
勤　務▶�週3日～（応相談）

◆【千歳市清流】北星病院
給　与▶時給950円
時　間▶�①7:30～11:30�②13:00～17:00�

（実働3.5h）
休　日▶日曜日
《共通項目》
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、�

雇用保険は週20h以上で加入

千歳 パ 清掃

給　与▶�時給1,000円～
時　間▶�8:30～17:30�

※出荷量により変動の可能性有
期　間▶�即日～10月末�

（変動の可能性有）
休　日▶�週2～3日��

※シフト制
待　遇▶�交通費規定支給

★男性活躍中!︎

野菜の箱詰め、氷詰め、運搬

時給1,000円〜

即日〜10月末

《千歳市》

給　与▶�時給1,050円～
時　間▶�7:40～17:00�

※休憩1時間20分
期　間▶�8月2日～9月中旬�

（年末まで延長の可能性有）
休　日▶�日・他��

※9月下旬以降�土･日、祝日
待　遇▶�自力通勤者交通費支給

給　与▶�8月下旬～9月/時給1,000円～ 
10月～翌3月末/月収18～20万円

時　間▶�8:30～17:30（残業有）
期　間▶�8月下旬～翌3月末�

（変動の可能性有）
休　日▶日・他�※繁忙期は週6日勤務
待　遇▶�自力通勤者歓迎、交通費規定支給、�

試用期間有（2ヶ月）

★繁忙期のため、増員募集 ★野菜の袋詰め作業員も同時募集

シリアル・スイートコーンの製造 選果場での管理社員及び作業スタッフ

時給1,050円〜 時給1,000円〜

8月2日〜9月中旬 8月下旬〜翌3月末

《由仁町三川》 《恵庭市》

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

アスクゲートノース オススメ!オススメ!

求人求人紹介!紹介!
8/3（火） 

出張登録･
お仕事相談会開催！

北ガス文化ホール 中会議室① 北ガス文化ホール 中会議室① 
（千歳市北栄2丁目2-11）（千歳市北栄2丁目2-11）

持ち物不要！お気軽にご来場ください。持ち物不要！お気軽にご来場ください。

他にも
お仕事多数！《13:30～16:30》《13:30～16:30》

千歳・恵庭・他 派 箱詰め・運搬、製造、管理

札幌市清田区美しが丘1条1丁目2-7　�業務請負業・労働者派遣業�派01-300216�〈自社求人情報サイト〉http://www.e-hasshin.com/
【受付】平日9:00～18:00�※左記時間以外は直接ツタモリへ

0120-084-842 080-6073-7977

給　与▶�時給1,100～1,220円（昇給有）
時　間▶�日勤/8:30～17:15�

シフト制/�①6:15～14:30　②14:15～22:30�
③22:15～翌6:30　※一週間ごとの交替勤務

休　日▶�日勤/土日祝　シフト制/週休2日
待　遇▶�有給休暇有、大型連休有、交通費別途支給、�

各種保険有、制服無料貸与

★長期勤務可能なお仕事
★日勤や交替勤務など就業時間が選べます。
★年2回ミニボーナス有（2〜22万円）
★車が無くても通勤可能
［派遣］電子部品の製造・検査スタッフ/千歳市

上記以外にも随時説明会を開催します。
※�お気軽にお電話ください。

八
ハ ッ シ ン

神エモーション株式
会社

お仕事説明会
ご相談だけでもOK!

北ガス文化ホール/千歳市北栄2丁目2-1
（千歳市民文化センター 小会議室）

18:00～20:00

★私服OK! ★フリー来場OK!
★恵庭･千歳･苫小牧に多数求人有！

8/4㊌

場所

開
催
!!

千歳 派 電子部品の製造・検査

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

学生さんも学生さんも
歓迎♪歓迎♪

仕　事▶�出前、ホールスタッフ
資　格▶�未経験者歓迎、�

学生可（高校生不可）
時　間▶�①10:00～15:00�

②17:00～20:30�※応相談
給　与▶�平日/時給900円　　 

土日祝/時給1,000円
勤　務▶週3～4日、土日勤務できる方歓迎
待　遇▶�食事付
応　募▶�電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

〒066-0025
千歳市梅ヶ丘1丁目9-8

担当 /店長☎24-1930

土日祝は時給1,000円
男女問わず募集！ 2・3名

募集!!

千歳 ア パ 出前、ホールスタッフ

スタッフ募集
デリカ（惣菜）

◆短期

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

千歳・恵庭 ア パ デリカ

[応募］希望の店舗に電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。担当/店長 ㈱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

☎26-6660
千歳市日の出1丁目1-66

千歳店
Web応募
はコチラ

応募

応募

資　格▶土日出勤できる方
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

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

★恵み野店は他に一般食品・千歳店は食肉・ベーカリー部門も募集中です。

恵み野店
恵庭市恵み野西3丁目1

☎36-2980
Web応募
はコチラ

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

ざんねんなざんねんな
マネマネ

-面接編-

これでばっちり!!これでばっちり!!

アルバイト・パートの面接でも
ビジネスマナーを大切にしま
しょう。清潔感のある服装で
訪問して、入退室の際はしっ
かり挨拶を心掛けると吉。

ラフなラフな
スタイルでスタイルで
参上！参上！

友達の家に
遊びに来た
みたい…

応募者ずかん応募者ずかん

面接に臨む態度
怖いものなし

NG度

ざっくばらん度

◆ペアガラスの組立/恵庭市
期　間▶①長期　②～12月末
時　間▶①9:00～18:00　②8:30～17:30
給　与▶①時給1,050円　②時給1,000円
休　日▶土日祝

㈱トーティック 千歳市信濃4丁目8-13札幌事業所
■一般労働派遣事業（派01-300501）

☎0123-25-8775応募 【受付/8:30～18:00】採用係

★�そのほか、食品加工・出荷業務・検査・�
溶接作業等、オシゴトいろいろあります。

日払い日払い
週払い週払い
OKOK

《共通項目》
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

制服貸与、日払い・週払い可（規定有）

◆洋菓子製造/安平町早来
仕　事▶�①生地・クリーム製造�②ライン・梱包・入出荷作業�③機械清掃
時　間▶�①7:00～16:00�②8:30～17:30�

③12:00～20:00�※③応相談
給　与▶�①③時給1,050円 ②時給1,000円
休　日▶週休2日�※希望休OK�※土日祝の休みも可

❷❸のみ
送迎有

恵庭・安平 派 組立、洋菓子製造

仕　事▶��接客、査定、買取等の店舗営業業務
資　格▶�未経験者歓迎、土日祝勤務可能な方
給　与▶�時給1,100円　 

※試用期間3ヶ月/時給950円
時　間▶��10:00～19:00の間で5～8h　�

※応相談
勤　務▶�土日含む週3～5日　※応相談
待　遇▶�各社保完備、�

交通費規定支給、車通勤可

恵庭市恵み野里美2-15�フレスポ恵み野モール棟�

まずはお気軽にお電話ください。

0120-157-881
買取専門店 恵庭フレスポ恵み野店わかば

受付/10～19時
担当/柳田

恵庭 パ 店内業務
ブランド品の知識や業界の 
専門知識は一切不要ですスタッフ募集!

未経験者未経験者
歓迎!歓迎!

仕　事▶�廃棄物･資源物の回収など�
（塵芥収集車･4tトラック運転手、他）

資　格▶�要普通自動車免許
時　間▶�7:30～16:30(実働5～7h程度)
休　日▶�日曜日
給　与▶�時給900円～ ※資格、経験による 

※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）、交通費規定支給、

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

中型免許取得中型免許取得も可も可

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

急急
募募

入社後、入社後、
費用当社負担！

千歳 ア 廃棄物・資源物回収等
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