
2021 年 9 月 24 日（金）ちゃんと 14

仕　事▶︎事務所内日常清掃
給　与▶︎�時給1,000円
時　間▶︎�9:00～10:30（実働1.5h）
勤　務▶︎�月・水・金　※祝日はお休み
待　遇▶︎交通費規定支給、車通勤可、制服貸与
勤務先▶︎恵庭市北柏木町3丁目104

★短時間勤務! ★未経験者歓迎!

札幌市北区北7条西1丁目2-6■ビルメンテナンス業

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
恵庭市及び近郊にて面接を実施します。 担当/熊谷

☎011-707-5228
協和総合管理㈱ 札幌支社

車通勤車通勤
OK!OK!

清掃スタッフ募集!清掃スタッフ募集!
恵庭 パ 事務所内日常清掃 恵庭

Qua ity & Discount

365恵庭店
恵庭市黄金南
6丁目10番地4

まずはお電話でお問い合わせください。
後日面接日をご相談させていただきます。 

担当/採用係☎39-5555

◆レジ《学生歓迎》
時　間▶︎�①16:00～21:00�
　　　　②17:00～22:00
　　　　③13:00～22:00
　　　　　（休憩1h）�★社保完備
給　与▶︎�時給899～924円 

（学生/時給889円～）
勤　務▶︎�日数・休日応相談
待　遇▶︎�有給休暇、制服貸与、雇用保険、
　　　　交通費規定支給

日数・休日
応相談！

ア パ レジ

作業作業スタッフスタッフ短期

株式会社　北海道支店
■一般労働者派遣(派13-01-1084)　〒060-0013 札幌市中央区北13条西18丁目1-8

◆倉庫内での馬鈴薯の選別作業 （案件No.M-002201）
仕　事▶︎�傷物や変形･変色品を取り除いていただきます。�

幅広い年齢層が活躍中です。
期　間▶︎10月初旬～12月中旬　　
時　間▶︎�8:30～17:30
給　与▶︎�時給900～940円
勤　務▶︎週2～4日（シフト制）�※応相談
勤務先▶︎�千歳市東丘（東千歳）
待　遇▶︎�車通勤可（交通費規定支給）

送迎有

☎011-640-7003
（受付時間�平日9:00～18:00）土日定休

（代表）
（採用担当）

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
お問い合わせは携帯電話まで。面接は希望地で行います。

080-6803-9493

千歳 派 馬鈴薯の選別作業

◆病院清掃/�千歳市蘭越97-2��
※女子トイレの清掃有

時　間▶︎�①8:00～12:00�②13:00～17:00
給　与▶︎�時給900円＋交通費規定支給
勤　務▶︎�週4日程度��※シフト制��

※日曜･祝日は休み�※希望休OK
待　遇▶︎車通勤可、制服貸与

清掃員清掃員募募
集集

㈱清
せ い  ふ う  ど う

風堂 札幌市東区北16条東1丁目
2-15�グランメールアサヒ1F

採用係☎011-748-6868
まずはお気軽にお電話ください。

明るく、働きやすい、定着率の良い職場です!

千歳 パ 清掃

車通勤可!車通勤可!

シニア・�シニア・�
WワークOKWワークOK

給　与▶︎�時給900～1,200円 ※経験による
時　間▶︎�①8:30～12:30�②10:00～15:00�

※①②シフト制
休　日▶︎日曜日、他、週1～2日
待　遇▶︎�交通費規定支給、制服貸与、有給休暇、車通勤可
勤務先▶︎千歳市新富1丁目3-5

［担当］
さくらい

まずはお気軽にお電話ください。面接は勤務先で行います。

0120-13-0015
札幌市東区東苗穂3条3丁目1-31株式会社 日総

★日総グループの飲食求人サイト https://food.nisso-work.net/

千歳 パ キッチンスタッフ

25食程度25食程度 お昼ご飯をお昼ご飯を
作りませんか？作りませんか？

キッチンキッチンスタッフ募集!スタッフ募集!

昼食昼食
のみ!のみ!

資　格▶︎�普通自動車免許、介護福祉士又は介護職員初任者
研修修了（旧ヘルパー2級）以上

給　与▶︎�週5日勤務/時給1,260円～ 
週4日勤務/時給1,200円～ 
※いずれも処遇改善手当を含む 
★業績により年1回一時金を支給 ★昇給制度あり

時　間▶︎規定による
勤　務▶︎�週４～5日（応相談）�※シフト制
待　遇▶︎�介護福祉士手当、通勤・車両借上手当、�

社保加入可能（時間数により）※希望者のみ

★有給を取得しやすい！
★未経験者でも安心!!同行いたします♪
ご自宅を訪問し､買い物･掃除･移動等を行うお仕事です。

〒061-1446　恵庭市末広町125番地1

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

ホームヘルパー募集!

時間相談
できます♪

担当/笹川まずはお電話ください。☎0123-33-1120

恵庭 パ 訪問介護員

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

〒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

パートパート
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。

スタッフスタッフ
募集中!募集中!

扶養内扶養内
OK‼︎OK‼︎

千歳 パ 野菜の選別・加工

販売販売スタッフスタッフ募集!募集!

勇払郡安平町
早来富岡210-20

仕　事▶︎�花と野菜の直売所「サックルズファーム」での
店内業務（レジ打ち、商品の陳列、袋詰めなど）

資　格▶︎�未経験者・経験者ともに歓迎、�
車通勤できる方（公共交通機関が少ない為）

給　与▶︎��時給900円〜
時　間▶︎8:30〜17:00の間で実働7h（休憩1h）
休　日▶︎月10日
待　遇▶︎�各社保完備、交通費規定支給、有給休暇、�

社員割引有

受付/平日9:00～17:30　　担当/笠井
☎0145-26-2800
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

パート アルバイト

明るく明るく
和気あいあい和気あいあい
とした職場です!とした職場です!

未経験者歓迎

安平 ア パ 販売

仕　事▶︎�データ入力、在庫管理、電話受付
資　格▶︎�パソコン操作が可能な方
給　与▶︎時給950円～
時　間▶︎9:00～17:00（休憩1h）
勤　務▶︎�シフト制　�

※月20日程度�※応相談
待　遇▶︎�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、

無料駐車場完備
勤務先▶︎�クイーンズホテル千歳�

（千歳市幸町5丁目6-1）

経験者優遇!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

（千歳第一ホテル）☎27-2000 千歳市幸町4丁目25-1
㈱タスクMホールディングス

仕　事▶︎接客、配膳等のホール業務全般
資　格▶︎経験者優遇
給　与▶︎�時給950円～  

※22時以降/+300円
時　間▶︎�16:00～24:00
勤　務▶︎�週5～6日�※シフト制
待　遇▶︎�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、

無料駐車場完備
勤務先▶︎�和どさんこキッチンゴリラ�

（千歳市幸町5丁目6-1�クイーンズホテル千歳1F）

フロント事務 ホールマネージャー
千歳 パ 事務、ホールマネージャー

正社員正社員
登用登用
制度有!制度有!

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

� 入社後すぐに使える特別有休制度有!!

清掃員募集清掃員募集【パート】日本血液製剤機構/千歳市泉沢
給　与▶︎�時給889円
時　間▶︎7:00～11:00（実働4h）�
休　日▶︎土･日曜、祝日

【パート】消防署富丘出張所/千歳市富丘
給　与▶︎��時給889円
時　間▶︎9:00～12:00のうち実働1.5h
休　日▶︎土･日曜、祝日

【正社員】新千歳空港/千歳市美々
資　格▶︎公共交通機関による通勤が出来る方
給　与▶︎��月給160,000～180,000円
時　間▶︎7:00～16:00
休　日▶︎週休2日
待　遇▶︎社保完備

【パート】新千歳空港/千歳市美々
資　格▶︎公共交通機関による通勤が出来る方
給　与▶︎時給889円
時　間▶︎7:00～11:00（実働4h）
休　日▶︎週休2日以上�※応相談

【パート】ザ・ノースカントリーGC/千歳市蘭越
期　間▶︎即日～11月下旬
給　与▶︎�時給950～1,000円
時　間▶︎�8:30～19:00位まで（実働3.5～8h）
勤　務▶︎�週3日～（応相談）

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

（実働3.5h）
休　日▶︎日曜

【正社員】北星病院/千歳市清流
給　与▶︎月給160,000～180,000円
時　間▶︎�8:00～17:00
休　日▶︎日曜、他1日（週休2日）
待　遇▶︎社保完備

《パート全地域共通項目》
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

パート 正社員
千歳 正 パ 清掃

パ
ー
ト

正
社
員

正
社
員

パ
ー
ト

お仕事
ファイル

体力

器用度

コミュニケーション能力

乗り物や機械などの点検・整備をする職業。事故を未然に防ぐために故障前に
不具合を見つけ、部品の交換・分解、清掃などを行う。

あったら
いいかも
資格

あったら
いいかも
スキル

地
道
に
コ
ツ
コ
ツ
と

安
全
を
守
る

整備士

●自動車整備士資格（3級〜1級）
●ボイラー整備士資格 など

一
緒
に

一
緒
に

お
仕
事
さ
が
そ

お
仕
事
さ
が
そ

＼仕事探すなら／

仕　事▶︎�「生活情報紙ちゃんと」の�

配布員さんの自宅に�

荷物を届ける仕事です。

資　格▶︎�大きめの車をお持ちの方

給　与▶︎�月11,000円程度 

（配達件数による）

時　間▶︎�毎週水曜日の2～3h程度�

（担当軒数による）

まずはお気軽にお電話ください！

千歳市北斗4丁目13番20号 ☎0123-27-0911
■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

【募集地域】 
恵庭市 

島松地域

配達員配達員
「生活情報紙 ちゃんと」の

配布員さんの自宅に
荷物を届ける仕事です。

水曜日水曜日
だけ！だけ！ 週1日
（班長さん）（班長さん）

募集募集

千歳・恵庭 委 配達員（班長）

給　与▶︎時給1,100円～
時　間▶︎�8:30～17:30
休　日▶︎�土曜、日曜、祝日��

※繁忙期土曜日出勤有

恵
庭

ドア枠、扉の加工作業

残業多めで稼げる!残業多めで稼げる!1,100円〜1,100円〜
時給時給

給　与▶︎時給1,000円～
時　間▶︎�①13:00～22:00�②15:00～24:00�

③18:00～翌2:00
休　日▶︎シフト制�※応相談

北
広
島

倉庫内軽作業員
選べる時間帯選べる時間帯
未経験者OK未経験者OK1,000円〜1,000円〜

時給時給

資　格▶︎未経験者歓迎
給　与▶︎時給1,000円～
時　間▶︎12:00～21:00
休　日▶︎�日曜、祝日�※他企業カレンダーによる�

※大型連休有

恵
庭

冷凍パスタの製造
朝はゆっくり朝はゆっくり

簡単ライン作業簡単ライン作業1,000円〜1,000円〜
時給時給

あなたに近い派遣会社あなたに近い派遣会社

まずはお電話ください！
0120-116-377

苫小牧市旭町3丁目7-6グランドール旭町1F

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

㈱ホットスタッフ苫小牧

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》�

ほっとけんさく

★��電話だけの簡単登録★��電話だけの簡単登録もOK！もOK！

★3日払い・週払い★3日払い・週払いOKOK（規定有）（規定有）

★★即シフト入り、即勤務即シフト入り、即勤務OKOK

★★現地での面接現地での面接もOK!!もOK!!

オススメ
8案件
ほかにもお仕事あり! 
Webで
見つけよう♬
登録のみも
大歓迎！

千歳・恵庭・他 派 工場作業、倉庫内作業、タイヤ交換、リフト作業

給　与▶︎時給1,000円
時　間▶︎�①9:00～18:00�②9:00～13:30�

③13:30～18:00�④13:00～22:00
休　日▶︎週休2日

1,000円1,000円
時給恵

庭

食品のパック詰め等
年末までの短期年末までの短期

送迎有送迎有

資　格▶︎要普通免許
給　与▶︎時給1,250円～
時　間▶︎9:00～18:00
休　日▶︎火曜、第2水曜、他シフト制

千
歳 1,250円〜1,250円〜

時給時給 タイヤ交換補助

10〜12月末まで10〜12月末まで

給　与▶︎時給1,200円～
時　間▶︎�8:00～17:00
休　日▶︎日曜、他シフト制

恵
庭

リフト作業・ピッキング・仕分け

簡単機械作業簡単機械作業1,200円〜1,200円〜
時給時給

資　格▶︎未経験者歓迎
給　与▶︎時給1,070円～
時　間▶︎�8:00～17:00
休　日▶︎シフト制�※応相談

千
歳

鶏舎の清掃作業

勤務日数応相談勤務日数応相談1,070円〜1,070円〜
時給時給

短期短期

年齢年齢
不問不問

安定×長期安定×長期

昼から勤務昼から勤務

資格を資格を
活かそう活かそう

手のひらサイズの
パーツ製造

〈千歳市・苫小牧市〉

苫小牧勤務は社宅無料・送迎有!苫小牧勤務は社宅無料・送迎有!

今週のピックアップ求人!!
期　間▶︎10月～翌3月　※更新有
給　与▶︎�時給1,200円～ 

★月収25万円以上
時　間▶︎�日勤/8:30～17:30�

夜勤/20:30～翌5:30�※交替制
休　日▶︎�土曜、日曜�

※部署により4勤2休の場合有
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