
2021 年 9 月 3 日（金）ちゃんと 10

【共通項目】
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）、�

①車通勤不可、②は車通勤可

(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！

時　間▶�（a）10:00〜14:00　※実働4h�
（b）16:30〜20:30　※実働4h　

給　与▶時給861円
勤　務▶週3日程度

❶新千歳空港トイレ・フードコート清掃

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

❷新千歳空港商業施設エリア内共用部分清掃
現在のスタッフは
全員男性です。

千歳 パ 清掃

千歳市上長都958（千歳市公設地方卸売市場内）
株式会社 恵千フーズ

https://keisen-foods.com/

資　格▶�未経験者歓迎、�
金・土に勤務できる方歓迎

給　与▶時給865円
時　間▶6:00〜15:00の間で応相談

共通
項目

休　日▶�日曜、祝日、GW、お盆、年末年始　�
※野菜加工業務は祝日出勤の場合有

待　遇▶�各社保完備（勤務時間による）、�
交通費規定支給、車通勤可

未経験者歓迎!
時間応相談♪

仕　事▶�販売管理ソフトへの伝票入力及び、�
資料作成・整理、電話応対、来客応対

資　格▶��簡単なPC作業ができる方
給　与▶�時給865円 

※試用期間有/同時給
時　間▶�7:00〜16:00の間で�

時間は要相談

【パート】野菜のカット等の加工業務

【パート】 事務スタッフ

☎0123-40-1010 ［受付］
9〜16時

●まずはお電話ください。担当/大道寺

千歳 パ 野菜の加工、事務

【同時募集】
夜勤専門ケアスタッフ

★1回19,700円可能!
勤務/月7〜9回

グループホーム向陽台 千歳市白樺
2丁目1-1

☎0123-28-5888 担当/水谷

電話連絡を頂いた後、面接日を決定します。
面接時に写真付履歴書・資格証をお持ちください。

◆ケアスタッフ（フルタイム）
仕　事▶認知症高齢者の日常生活支援・介護
給　与▶�日給6,750円（更新時昇給有） 

＋夜勤手当5,000円/回＋資格手当 
＋処遇改善手当（600円/日） 
※試用期間3ヶ月間は処遇改善手当支給なし

時　間▶�早番/7:30〜16:00（休憩1h、実働7.5h）�
日勤/9:00〜17:30（休憩1h、実働7.5h）�
遅番/10:30〜19:00（休憩1h、実働7.5h）�
夜勤・明/17:00〜翌9:30（休憩1.5h、実働15h）�
※シフト制

勤　務▶�4週8休（月21〜22日）
資　格▶�普通自動車運転免許
待　遇▶�労災適用、各社保完備（勤務時間による）、�

交通費規定支給（2km以上/上限12,000円）、�
車通勤可（無料駐車場有）

資格取得支援制度有!!

経験者大歓迎!経験者大歓迎!
資格がなくても応募可能です！

2名
募集

千歳 契 ケアスタッフ

どちらもOK!どちらもOK!

扶養内、Wワーク、扶養内、Wワーク、
学生さん…学生さん…

色々な方が活躍中です!色々な方が活躍中です!
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8:00〜18:00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）

≪期間は応相談≫≪期間は応相談≫あなたのご希望をお聞かせください♪あなたのご希望をお聞かせください♪

増員増員募集‼︎募集‼︎
千歳 ア パ 工場作業

（有）コスモファーム 千歳市中央2529-11（千歳駅から約7km）

電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

080-2733-5561

週週22日日〜OK!〜OK!

勤務日・時間
応相談!

担当/山田
受付/8〜18時

◆生産加工スタッフ◆生産加工スタッフ
仕　事▶�簡単な葉っぱ採りと袋詰め作業、�

箱詰めで重たい作業はありません。
期　間▶即日〜10月末まで
時　間▶�8:00〜17:00の間で4〜8h(応相談）�

※午前のみ・午後のみの短時間勤務　�
　大歓迎です!

勤　務▶�週2日〜OK！
給　与▶�時給880円～
休　日▶�日曜
待　遇▶�労災保険、交通費規定支給、�

雇用保険は週20h以上の勤務で加入
資　格▶�車通勤可能な方、未経験者歓迎
勤務先▶�千歳市中央2529-11
★週1日しか働けない方も曜日によっては、ご相談受けます。

体力に自信のある方におすすめです♪

Cosmo Farm

年齢・性別不問!
幅広く募集中!

千歳 パ 生産加工

急
募

10月末までの短期

勤務先▶�トヨタカローラ札幌㈱総合物流センター
仕　事▶�新車・中古車の洗浄ラインでのシートやボディ�

洗浄、加修作業
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

トヨタカローラ札幌

担当/酒井
☎0123-33-9660

新車 中古車

安心・安定企業で長くお勤めいただけます。

未経験者
歓迎!

恵庭 契 洗浄ライン作業

昇給有! 連休有! 接客なし!

北広島市
希望ヶ丘
1丁目2-3

総合物流企業㈱道南エース

仕　事▶�大型・4t/紙製品・家具等の日中配送(市内近郊）�
大型/加工食品・日配品の夜間配送(道内)

給　与▶�①大型/月290,000円～ 4t/月260,000円～　 
②大型/月240,000円～ 4t/月220,000円～  
※夜間配送は深夜割増有

休　日▶�①日曜、他シフト制　②完全週休2日制（シフト制、希望応相談）
資　格▶�未経験者歓迎、高卒以上、大型免許
時　間▶�7:30〜16:30（残業有）　※当社運行規定により多少変動有
待　遇▶�社保完備、車通勤可、制服貸与、資格取得制度、他
勤務先▶�北広島市内、近郊、他

お気軽に
お電話ください！ ☎011-377-7288 080-4079-5991

担当/松岡　※土日祝も受付中

未経験者
大歓迎！

★頑張りが給与に反映！

長期安定

★�恵庭方面より車で10〜15分。�
通勤圏内です。

★ 有給休暇を取得しやすい環境!  
希望休もOK!

無事故
無違反 報奨制度有

事業拡大
につき

安定した仕事安定した仕事

コロナ禍でもコロナ禍でも
影響を受けにくい影響を受けにくい増員募集‼

北広島 正 大型･4tトラックドライバー

千歳市流通1丁目3-21�☎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

時　間▶�①8:00〜12:00�
②12:00〜16:00��
※①②シフト制

勤　務▶�週5日
給　与▶�時給886円  

★日曜・祝日は時給+30円 
※試採用期間4ヶ月/時給861円～

待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、�
有給休暇、共済会

向陽台店

向陽台店

千歳市
白樺2-3

☎28-3511☎28-3511応募 担当/安田

スタッフスタッフ
募集!!募集!!

デリカ担当 
★1日4時間からOKパート

1名
募集

千歳 パ デリカ

応
募

◆ホールスタッフ 
★お酒がのめなくても大丈夫♬
仕　事▶�ホール業務（オーダー・配膳・会計等）
資　格▶�未経験者歓迎、フリーター歓迎
給　与▶�18:00～22:00/時給1,000円 

22:00～ラスト/時給1,300円 
※昇給有 

時　間▶�18:00〜ラストの間で実働4h〜（応相談）�
※緊急事態宣言中は変動有

勤　務▶�週1日〜OK
待　遇▶�制服貸与、まかない有

Wワーク
もOK

店舗スタッフ募集

千歳市幸町3丁目1-1�ちせいビル4F

担当/林　受付/13〜20時

千歳市幸町に

8/4 OPENしました!8/4 OPENしました!

週1日〜OK
1日4h〜OK

髪色・ネイル
自由

性別
問いません！

080-9325-6007

エンカウント サルーン

千歳 ア ホールスタッフ

恵庭市 スチール製品の加工・塗装補助 恵庭市 食品製造補助

まずはお電話ください！千
歳 恵庭 ●午前中だけのもくもく簡単倉庫内軽作業

　時給1,020円

●土日休み野菜の選別作業〈時間が選べる〉　時給1,000円

0120-116-377 苫小牧市旭町3丁目7-6�グランドール旭町1F
㈱ホットスタッフ苫小牧

仕　事▶�器具などの準備、機械操作や検査、�
完成品の移動等

資　格▶未経験者歓迎
時　間▶8:30〜17:30、20:30〜翌5:30�※2交代制
給　与▶時給1,200円～
休　日▶土･日曜�※配属部署により4勤2休の場合有

仕　事▶�入出庫作業、在庫管理（簡単なデータ入力）、
ピッキング作業

資　格▶�要普通免許、フォークリフト免許�※実務経験必須
時　間▶�8:00〜17:00、9:00〜18:00�※実働8h
給　与▶�時給1,250円
休　日▶土･日曜、祝日

仕　事▶�機械オペレーター、インパクトドライバーで
取っ手を付ける、窓枠にガラスを入れる等

資　格▶�学歴・資格・経験不問、未経験者歓迎
時　間▶�8:20〜17:20�※実働8h
給　与▶時給1,000円
休　日▶土･日曜

仕　事▶飲料水に使われる野菜の選別
資　格▶学歴・資格・経験不問、未経験者歓迎
時　間▶�7:00〜16:00、18:00〜翌3:00��

※日勤のみ・夜勤のみも相談OK
給　与▶時給1,150円～
休　日▶日曜�※相談OK

仕　事▶�生地を機械に投入、成型、トッピング等の軽作業
資　格▶学歴・資格・経験不問、未経験者歓迎
時　間▶�10:00〜19:00、21:00〜翌6:00��

※実働8h
給　与▶時給1,000～1,250円
休　日▶シフト制（固定）�※週休2日�※相談OK

仕　事▶�シリアルの原料の仕分け、梱包、積込み、�
シリアルの選別等

資　格▶未経験者歓迎
時　間▶7:45〜17:00、16:45〜翌2:00�※実働8h
給　与▶時給950～1,188円
休　日▶日曜、祝日�※週休2日�※他、企業カレンダーによる

仕　事▶ボタンを押すだけの機械操作、塗装準備等
資　格▶未経験者歓迎
時　間▶8:30〜17:30�※実働8h
給　与▶時給1,100円
休　日▶土･日曜、祝日�※繁忙期土曜出勤有

仕　事▶�食品のトッピング、原材料を機械に投入�
（最大重量・10kg未満）、検品、包装

資　格▶学歴・資格・経験不問、未経験者歓迎
時　間▶12:00〜21:00�※実働8h
給　与▶時給1,000円
休　日▶日曜、祝日�※他、企業カレンダーによる

今週の厳選求人8件をご紹介!!あなたに近い派遣会社あなたに近い派遣会社

他にも
お仕事
あり!

詳細は
Webで♬

★�電話だけの簡単登録もOK！★3日払い・週払いOK（規定有）★即シフト入り、即勤務OK ★現地での面接もOK!!

労働者派遣事業 （派）01-301336 有料職業紹介事業 01-ユ-300541

待　遇▶�各社保完備、制服貸与、退職金有、交通費実費支給（上限有）、週払いOK（規定有）共通項目

恵庭市 住宅用サッシの組立 恵庭市 トマト等の野菜の選別 恵庭市 パンの成型・トッピング等の軽作業

★モクモクと取り組める！ ★男性活躍中!! ★残業ありなし選べる♪ ★日勤･夜勤選べる♪ ★日勤のみ ★職場見学可能!!

★資格と経験が活かして正社員が目指せる！ ★大型連休有 ★短期・長期選べる♪ ★大型連休有 ★大量募集 ★幅広い年代が活躍中

10月中旬頃まで9月中旬スタート

★短期・長期選べる♪ ★恵庭駅から送迎有

★幅広い年代の男女多数活躍中!! ★大型連休有

●勤務日数相談OKの清掃スタッフ　　　　　　　 時給1,070円
●短期で稼げる回収運搬ドライバー（11月まで）　 時給1,200円
●スイーツ工場でソフトクリーム作り（年末まで）　時給1,050円

自動車部品製造千歳市

倉庫内フォークリフト作業千歳市

食品製造工場での仕分け・梱包由仁町

ほっとけんさく
千歳・恵庭・他 派 製造、仕分け･梱包、加工･塗装補助、フォークリフト作業、組立、選別、トッピング
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