
2021年9月10日（金） ちゃんと9

※ 場合により、恵庭市民会館での面接会は中止になることがございます。ご了承ください。

10月
単月
もOK

10月･11月の
2ヶ月

★
時
間
・
給
与

面接会
にお越しください！

【
持
ち
物
】

・写真付き履歴書
・黒ボールペン

● 各回とも開始時間の
5分前までに会場へ
お越しください。 

千歳市泉沢1007-206

ヤマト運輸株式会社 千歳ベース

ヤマト運輸株式会社　千歳ベース

担当/越川（こしかわ）
☎0123-48-3812

◆宅急便仕分け
仕　事▶ ⓐ宅急便・メール便などの仕分け　ⓑ運転助手　ⓒ検問など
資　格▶ 未経験者・フリーター大歓迎、学生歓迎、高校生不可
給　与▶ 表参照
時　間▶表参照
勤　務▶ 週3日～ ※応相談
待　遇▶ ヘルメット貸与、安全靴貸与、送迎バス有、車通勤可（送迎バスエリア外・時間外の場合交通費支給有）

※ 今回の募集は、高校生の方は
対象外です。ご了承ください。学生さん、主婦（夫）さん、フリーターさん、大歓迎!!
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送迎バス乗り場MAP

 千歳ベースで日中開催の面接会には、千歳駅裏（スノーショップ駐車場前）の送迎バスを 
ご利用可能です。（10時開催→9:12発、14時開催→13:12発）

勤務時間 送迎 時給

❶ 16:00～19:00（実働3h） 千歳のみ 1,100円

❷ 19:30～23:00（実働3.5h） 千歳・恵庭 950円 22時以降/1,188円

❸ 19:30～24:00（実働4.5h） - 970円 22時以降/1,213円

❹ 19:30～翌4:00（実働7.5h、休憩1h） 千歳・恵庭 970円 22時以降/1,213円

❺ 20:00～24:00（実働4h） - 970円 22時以降/1,213円

❻ 20:00～翌1:00（実働5h） - 1,000円 22時以降/1,250円

❼ 21:00～翌1:00（実働4h） - 1,000円 22時以降/1,250円

❽ 21:00～翌4:00（実働6h、休憩1h） - 970円 22時以降/1,213円

❾ 22:00～翌4:00（実働5h、休憩1h） - 1,213円

➓ 23:00～翌4:00（実働4h、休憩1h） 千歳・恵庭 1,250円
❶16:00～ ❷18:00～恵庭市民会館
❶10:00～ ❷14:00～ ❸19:00～千歳ベース

12･11土 日
9/

千歳 ア 宅急便等仕分け作業

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

コロナ禍でも
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

製造員募集アルバイト

山崎製パン㈱札幌工場 恵庭市恵南10-1 ★中央バス｢山崎製パン札幌工場前｣から徒歩5分

《受付》9～18時
人事採用担当まで☎0123-34-1128まずは、お気軽にお電話ください。

期間の延長や長期勤務への移行も可能!

主婦（夫）さんも!学生さんも!あなたの都合で働けます!!
フリーシフト

1日だけ
でもOK！

土日のみの勤務平日のみの勤務 どちらもOK♪
この後クリスマスの勤務もありますよ♪

即日～9月末期間

仕　事▶ パン・和洋菓子・弁当等の製造補助および仕分け 
（ベルトコンベアを利用した仕上げ・盛り付け等のライン作業）

時　間▶ 昼勤/9:00～18:00（休憩1h）、14:00～18:00 
夜勤/19:00～翌4:00（休憩1h） 　 
※生産量に応じ、2h程度の残業の可能性有

給　与▶ 昼勤/時給900円 夜勤/時給1,000円 ※22～翌5時は深夜時給1,250円 
★月末月初手当あり！（実働6h以上の方が対象。合計6日間、最大6,000円） 
　毎月末3日間と毎月初めの3日間は、1日出勤ごとに1,000円支給

資　格▶ 未経験者歓迎 ※食品衛生上マニキュア・付け爪・ひげは禁止、貴金属類の着用不可
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場完備）、勤務日にパンのお土産有、 

当社製品社内販売有、格安食堂完備（パン食は無料）、制服貸与、近郊エリア無料送迎バス有
★JR恵庭駅から無料送迎バス有！　★パートも同時募集！ 興味のある方はお問合せください。

月末・月初手当あり!

※実働6h以上の方が対象
※月初/1～3日　月末/28～30日又は29～31日

1日出勤毎に

+1,000円 ▶
1ヶ月で最大

+6,000円

恵庭 ア 製造

北海道クリーン開発㈱ 〒053-0016
苫小牧市寿町2丁目3-14

（田口）応 募

◆スーパーアークス千歳店
時　間▶ 7:00～10:00、13:00～17:00  

※シフト制
勤　務▶ 週4日程度
【共通項目】
給　与▶時給861円
資　格▶未経験者歓迎
待　遇▶ 労災保険、制服貸与、 

交通費規定支給、車通勤可

◆ちとせモール
時　間▶ 14:30～19:30 

※シフト制
勤　務▶ 週5日程度

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。

未経験者歓迎！！

勤務日数
相談可！！

0120-03-6323
　080-2871-5294

千歳 パ 清掃

清掃・厨房スタッフ

募集

待　遇▶ 社保完備（勤務時間による）、賞与年2回、制服
貸与、交通費規定支給、車通勤可、有給休暇有

共通 
項目

株式会社道央環境センター 恵庭市本町27番地

☎0123-34-0740応 募

◆清掃 《パート》

給　与▶ 時給870円
時　間▶ 8:00～14:00の間で実働2.5～5.5h
休　日▶シフト制 ※勤務日要相談

◉ラ･デュース恵み野

給　与▶ 時給900円
時　間▶ 5:00～19:30の間で実働4～8h　
勤　務▶シフト制 ※応相談

◆厨房（調理補助） 《フルタイム/パート》
◉我汝会えにわ病院 
★フルタイム・扶養範囲内選択可

恵庭 パ 清掃、厨房（調理補助）

給　与▶ 時給870円
時　間▶ ①8:00～12:00 ②13:00～17:00 

※①②シフト制（実働4hもしくは8h）
休　日▶ 日曜、祝日、他

◉恵庭南病院
★フルタイム・扶養範囲内選択可

◆清掃 《フルタイム/パート》 どちらもOK!

扶養内、Wワーク、
学生さん…

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

◆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～ ※10月より改定
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≫あなたのご希望をお聞かせください♪

増員募集‼
千歳 ア パ 工場作業

共
通
項
目

応募
社会福祉法人

千歳福祉会
〒066-0066
千歳市大和4丁目2-1

採用担当/中尾 
（受付/9:30～17:30）

介護職員募集正職員･準職員

準
職
員

資　格▶介護職員初任者研修修了者（ヘルパー2級）必須
給　与▶ 月149,250～254,250円 

+夜勤手当（10,000円/回) 
※賞与年2回（2.55ヶ月分） 
※介護福祉士手当5,000円 
※処遇改善手当（偶数月支給）

夜勤の可否
対応可能!

資　格▶ 介護福祉士（実務経験5年以上）
給　与▶ 月165,000～300,500円 

（年齢・経験に応じて支給） 
+夜勤手当 
※賞与年2回（3.4ヶ月分） 
※資格手当含む/処遇改善手当（偶数月支給） 

正
職
員

扶養・住宅・
寒冷地手当
支給

☎0123-49-6805

施設の雰囲気や仕事内容、待遇等知りたい事、
お話しさせて頂きます。当法人が気になる方‼

まずはお気軽にお電話ください！

仕　事▶入居者様の介護・生活介助・生活部門の整理等
時　間▶ 日勤/7:00～20:30（実働8h、休憩1h） 

夜勤/ 16:00～翌8:00（実働14h、休憩2h）  
※月4～5回

休　日▶ 週休2日制 ※年間休日120日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、有給休暇有
勤務先▶ 特別養護老人ホーム　やまとの里 

（千歳市大和4丁目2-1）

特別養護老人ホーム 暢寿園のスタッフも同時募集!
（〒066-0034 千歳市富丘2丁目7-5）

千歳 正 準 介護職員

（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2日～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
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

プリント配線基板
製造・検査

《勤務先》
恵庭市戸磯

函館市新川町1-24　R4TM新川町 5F
株式会社スピード北海道
一般労働者派遣事業（派01-300425） 有料職業紹介事業（01-ユ-300238）

仕　事▶ 製造装置の操作や検査等の軽作業
時　間▶   ①8:30～17:00 ②20:30～翌5:00  

※状況による
勤　務▶ 5勤2休もしくは4勤2休 ※シフト制
給　与▶  時給1,100円～
期　間▶ 3ヶ月更新（長期）
待　遇▶ 社保完備、車通勤可（駐車場完備）、 

交通費規定支給

0120-095-350
まずはお気軽にお電話ください。

1日7.25h、月21日（夜勤60h、残業20h）勤務の場合…

月21万円以上可能

月収例

恵庭 派 製造、検査


