
2021 年 8 月 6 日（金） ちゃんと13

北海道クリーン開発㈱ 〒053-0016
苫小牧市寿町2丁目3-14

応募

◆ちとせモール[千歳市勇舞8丁目1-1]
時　間▶�14:30～19:30
勤　務▶�週3日程度（シフト制）
給　与▶時給861円
資　格▶未経験者歓迎、性別不問
待　遇▶�労災保険、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は勤務先にて行います。委細面談。

清掃清掃

（田口）
0120-03-6323

　080-2871-5294

★60歳以上の方も積極採用　★Wワーク応相談

午後の時間から
のお仕事です♪

ショッピングモールのショッピングモールの

スタッフスタッフ

扶養内
勤務OK！

千歳 パ 清掃

★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・恵庭在住千歳・恵庭在住のの 扶養内扶養内

OKOK
職場 職場 

見学OK見学OK

まずはお電話ください。（8/7〜8/15はお休みです。） 

☎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

仕　事▶�野菜加工工場の敷地内にて、フォークリフトを�
使用し、野菜類などの運搬作業

資　格▶�フォークリフト免許保持者
給　与▶時給1,000円～
時　間▶�8:00～17:30　※休憩1.5h
勤　務▶週3～6日　※希望応相談　※日曜日休み
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、服装自由、�

社員登用制度有

千歳市上長都1160-21

【受付/午前中】

まずはお電話ください。�
面接日時・勤務開始日は相談に応じます。

☎0123-29-3320
トライフード（株）

フォークリフト
スタッフ募集!!

千歳 ア パ フォークリフトスタッフ

日数日数
応相談!応相談!

【パート】介護職員
資　格▶�無資格OK（介護職員初任者研修修了、介護福祉士資格あれば優遇）
給　与▶�介護福祉士/時給1,200円～ 

初任者研修修了/時給900円～ 
無資格・未経験者/時給880円～

時　間▶�［日勤］①7:00～16:00��
　　　�②9:00～18:00�③10:30～19:30�
［夜勤］④18:00～翌9:00��
★すべてのシフトに入れなくてもOK！�
　日勤のみ・夜勤専従等、幅広くご対応致します。

休　日▶�シフト制
待　遇▶�社保完備（勤務による）、昇給有、交通費規定支給、�

有給休暇（100%消化可能）、車通勤可（無料駐車場有）、�
処遇改善加算手当（年2回支給）、正社員登用制度有

㈱サンボウグループホーム ぬくもりの里 千歳市住吉４丁目８番１４号

未経験者未経験者
歓迎！歓迎！

【新型コロナウイルス感染症対策万全】 安心して働けます。

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。
受付/9時～18時（人事担当直通）090-3399-5886

夜勤帯
≪夕〜翌朝のケア≫

夕食の片付け、就寝準備手伝い、 
夜間の見守り・ケア、朝食準備等

お買い物・医療施設受診同行、
身体ケア、食事・入浴介助、
食事の調理、お話し相手等

日勤帯
≪生活サポート≫

★無資格OK 
★WワークOK
★身体ケアなし 
★軽介護あり

❶6:30〜15:00
❷12:00〜20:00

グループハウス 
勤務も同時募集 時給

870円

利用者様へ利用者様へ

ぬくもりのあるケアぬくもりのあるケアをを
提供する提供するための募集です！ための募集です！

もっともっと もっともっと

千歳 パ 介護

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!!

リフト作業員/入出荷の際の荷物の積み下ろし作業
給　与▶時給1,500円　　資　格▶フォークリフト免許

アルバイト

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、リフト作業員パ 野菜の選別・加工

《共通項目》
仕　事▶�仮設材、建築資材の運搬
資　格▶�仮設材運搬経験者、要大型免許、�

小型移動式クレーン資格、玉掛け資格
時　間▶�8:00～17:00（休憩1h、運行計画により変動有）�

※月平均10～30hの時間外有
休　日▶�土、日、祝、GW、お盆、年末年始�

※月1～2日程度の休日出勤有
待　遇▶�時間外手当、休日出勤手当、燃料手当、長距離手当

（200km以上）、夜間手当（22時以降）、各社保完
備、車通勤可、昇給有、退職金制度有

◆8tユニック運転手/正社員 
給　与▶ 月給263,750円～ ※固定時間外35h含む 

※試用期間（最長3ヶ月）/日給10,400円
◆11tユニック運転手/正社員 
給　与▶ 月給280,050円～ ※固定時間外35h含む 

※試用期間（最長3ヶ月）/日給10,400円

8t･11tユニック運転手資格資格をを
活かして働こう！活かして働こう！

受付/9～16時
担当/池田☎011-377-4931

まずはお気軽にお電話ください！

北広島市輪厚431-1
北一運輸株式会社

Kitaichi Transportation Co., Ltd.

即戦力
求む！

一
緒
に
頑
張
り
ま
し
ょ
う
！

未来を築く
お仕事です！

北広島 正 8t･11tユニック運転手

 

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

アルバイト体験記 恵庭市/日曜の朝は僕の時間  

高校生の頃から、餃子屋さんで働いてまし
た。接客はもちろん、洗い物や簡単な調理作
業、テイクアウトのお弁当作りをしてました。
初めてのアルバイトだったので、何をして

いいか分からずうろたえていると、先輩方が
一から丁寧に教えて下さり、大変助かりまし
た。
初めは出来ないことだらけでしたが、接

客がスムーズに出来たり、洗い物や掃除のス
ピードが上がったり、餃子が上手に焼けるよ
うになったり、出来ることがどんどん増えて
いき、最後にはしっかり後輩をサポート出来る先輩になっていました。
つらい事や大変な事もありましたが、仕事仲間との時間が楽しく、気がつ

けばそのお店で、4年半も働いていました。
でも一つ…制服が1年中半袖のため、冬場のドライブスルー業務は4年半

働いても寒すぎて大変でした。

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

アスクゲートノース

24時間受付OK！ 
お気軽にお電話ください。 0120-172-6420120-172-642

給　与▶�時給1,000円～�
送迎兼任/時給1,200円～

時　間▶�12:00～21:00�
※1～2h程度残業有

期　間▶�8月中旬～長期
休　日▶日曜・他シフト制

★出勤日数の相談可!

パスタの製造・検品・包装

時給1,000円〜

8月中旬～長期

《恵庭市》

給　与▶�時給950円～
時　間▶�18:00～22:00
期　間▶8月下旬～12月末
休　日▶�水曜・日曜

★短時間勤務・自力通勤者歓迎!

練り物の製造・包装

時給950円〜

8月下旬～12月末

《恵庭市》

給　与▶�時給1,200円～
時　間▶�8:30～17:30�

※残業の可能性有
期　間▶�即日～12月末�

※変動の可能性有
休　日▶�日曜・他シフト制
資　格▶フォークリフト免許
待　遇▶交通費規定支給

★有資格者募集!

フォークリフトオペレーター

時給1,200円〜

即日〜12月末

《千歳市、恵庭市、長沼町》

給　与▶�時給1,050円～
時　間▶�7:40～17:00（実働8h）
期　間▶�8月中旬～9月下旬��

※年末まで延長の可能性有
休　日▶日曜・他シフト制
待　遇▶自力通勤者交通費支給

★繁忙期のため、増員募集!

シリアル・スイートコーンの製造

時給1,050円〜

8月中旬～9月下旬

《由仁町》

給　与▶�試用期間（2ヶ月）/ 
時給1,000円～ 
10月～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▶�日曜・他�

※繁忙期は週6日勤務

★契約社員募集!

選果場での管理社員及び作業スタッフ

時給1,000円〜

8月下旬〜翌3月末

《恵庭市》

給　与▶�時給1,000円～
時　間▶�①8:30～17:30�

　※時間の変動有�
②8:45～17:00�
③8:30～17:30�
　※残業の可能性有

期　間▶�①即日～10月下旬�
②即日～翌3月頃�
③8月下旬～12月末�
※②③は変動の可能性有

休　日▶�①シフト制�※相談可�
②日曜・他シフト制�
　※相談可�
③日曜・他シフト制�
　※週3日勤務OK

待　遇▶交通費規定支給

★男女ともに活躍中!

野菜の①運搬②選別・加工③袋詰め

時給1,000円〜

①即日〜10月下旬 ②即日〜翌3月頃
③8月下旬〜12月末

《①②千歳市 ③恵庭市》

短期短期・・長期長期のお仕事!のお仕事! WEB面接WEB面接も可能です。も可能です。
まずはお気軽にお問合せ下さい。まずはお気軽にお問合せ下さい。

1Rタイプも1Rタイプも
空きあります。空きあります。●�●�送迎送迎や、や、住み込み寮住み込み寮など�など�

待遇面でのご相談も可能です。待遇面でのご相談も可能です。

千歳・恵庭・他 派 運搬、選別・加工、袋詰め、製造・検品・包装、フォークリフトオペレーター契 管理

勤務先▶長沼町
期　間▶8月15日頃～9月末頃
仕　事▶�主に長沼農協にてトウモロコシの選別
資　格▶�要普通自動車運転免許（通勤用）
給　与▶時給1,000円
時　間▶��8:30～17:00（実働7.5h、休憩1h）�
勤　務▶週2～6日�※お休み希望も柔軟に対応します。
待　遇▶�交通費規定支給

千歳市旭ヶ丘1丁目8-19

まずはお気軽にお電話ください。

090-7648-0534
総合お手伝いサービス

［担当］
神馬

短期
時給時給11,,000000円円

8月15日頃〜9月末頃
その他 ア トウモロコシの選別

◆正社員
資　格▶�未経験者歓迎、高卒以上、要普通免許
給　与▶�高卒、18歳の例/月180,700円～　 

4大卒、22歳の例/月212,350円～
休　日▶�シフト制�※年間休日100日程度

恵庭市黄金南7丁目18-1ハードオフ恵庭店 オフハウス恵庭店
【受付/10～18時】

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎39-3370 【受付/10～18時】

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎39-3380

◆パート･アルバイト
資　格▶�未経験者歓迎、高校生不可、土日勤務できる方歓迎
給　与▶�時給870円～  

※研修期間2ヶ月程度/時給865円
勤　務▶週3～5日程度

リサイクルショップ スタッフ募集

大歓迎!!大歓迎!!

楽器・オーディオ・洋服・楽器・オーディオ・洋服・
アウトドア用品好きの方…アウトドア用品好きの方…

《共通項目》
仕　事▶�販売・買取業務全般
時　間▶��9:15～20:15の間で実働8h（シフト制）�※応相談�
待　遇▶�各社保完備（勤務時間による）、昇給有（年1回）、�

交通費規定支給、車通勤可、パート･アルバイトは
社員登用制度有�、正社員のみ賞与有

未経験者未経験者
OK！OK！

恵庭 正 ア パ リサイクルショップ店内業務
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