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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!

★今までの経験等を生かし、責任者候補として働くことも可能! 
　やりがいを感じて働きたい方、ぜひご応募ください!

札幌市中央区南1条東2丁目11-4 ミナミ1条タカハタビル8階
キョウワプロテック㈱札幌事業所

時　間▶�9:30〜18:45（実働7h）
給　与▶�時給900円～
勤務先▶�陸上自衛隊東千歳駐屯地内食堂�

※車通勤可(無料駐車場完備)
勤　務▶シフト制
休　日▶�週2日程度��

★GW、お盆、年末年始にまとまったお休みを�
　取ることも可能！�
★扶養の範囲内での勤務もできます。

待　遇▶�制服貸与（白衣上下・エプロン）、交通費規定支給、
社保完備、正社員登用有、試用期間有（経験・能力
による）

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は千歳・恵庭市内で行います。土日祝も随時受付中!!

☎011-207-0911☎011-207-0911 担当/中村

★長期安定 ★長期安定 
★車通勤OK ★車通勤OK 
★残業なし★残業なし
★未経験者歓迎★未経験者歓迎

異業種からの転職者も積極採用!!

入社祝い金入社祝い金
1万円1万円支給支給

※規定有

千歳 パ 食器洗浄

食食 器器
洗洗 浄浄
スタッフ募集!スタッフ募集!

千歳市信濃1丁目8番14号千歳北交ハイヤー㈱

北交ハイヤー
道内最大のネットワーク

☎23-4145応募 ［担当］渡辺・松口

資　格▶�要普免（運転経験3年以上）�★AT限定可
時　間▶�［朝］①5:00〜14:30�②7:30〜17:00�

［夕・夜］①17:00〜翌2:30�②20:00〜翌5:30�
※［朝］［夕・夜］選択制�※いずれも実働6.5h、休憩3h�
※昼勤、夜勤、隔日勤（応相談）

勤　務▶�4出勤後→公休→4勤務→公休→3勤務→公休の繰り返し
給　与▶�歩合制�

例：�正社員/月182,962円（昼勤、25日出勤の場合）�
嘱託/月172,200円（昼勤、25日出勤の場合）

待　遇▶�各社保完備、制服貸与、燃料手当、無事故手当、有給休暇、
慶弔休暇、育児・介護休暇、二種免許取得養成制度有

★入社支度金制度
10〜30万円利用可 ※規定有

★賃金保証制度 6ヶ月間 月25万円支給

異業種からの
転職も歓迎!!

二種免許取得
養成制度有！

タクシー
ドライバー

になろう!!

千歳 正 嘱 タクシードライバー

◆札幌工場（恵庭市戸磯47-7）
資　格▶�未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶�9:00〜18:00、21:00〜翌6:00　�

※時間前後要相談
給　与▶�時給890円～+交通費規定支給�

※22:00～翌5:00/深夜手当有
休　日▶週2日　※シフト制
待　遇▶�各種社会保険完備、�

有給休暇有、制服貸与、�
昇給有（人事考課による）、�
車通勤可、交通費規定支給

☎31-0900

製造スタッフ製造スタッフ

株式会社エフビーエス
〒061-1405　恵庭市戸磯47-7札幌工場

まずはお気軽にお電話ください。
受付/9〜17時�
担当/原田・本間

パパンン

セブン-イレブンジャパン向けパンの 
製造をしている会社です。

募集募集

恵庭 パ 製造

お客様に喜びを届けるお仕事です。

期　間▶�短期（FAX対応/翌2月末まで、WEB対応/翌5月末まで）
仕　事▶�FAXデータ入力、WEB対応（メール等）�

いずれも簡単なパソコン操作、テンプレート
を用いての作業

給　与▶�時給900円
●まずはお気軽にお電話ください。 

☎0123-48-2800☎0123-48-2800

初心者大歓迎!!初心者大歓迎!!

ケイシイシイ株式
会社 千歳市泉沢1007-111

ダイレクトマーケティング部

フルタイムでの勤務が可能な方歓迎!

土日の勤務が可能な方大歓迎!!

時　間▶�9:00〜18:00の間で実働6〜8h
休　日▶�月9〜10日�※時期により変動有
勤　務▶�週4日〜
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、送迎有（千歳駅）
【受付/9～17時 担当/吉田】

千歳駅から送迎有!

千歳 ア パ 事務

5名5名
募集募集組織拡大に向け

給　与▶時給1,200円～
時　間▶8:00〜16:30、20:30〜翌5:00
休　日▶�日勤/5勤2休　夜勤/5勤3休

千
歳

フォークリフトオペレーター

駅チカ、月間休日10日駅チカ、月間休日10日1,200円〜1,200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3:00
休　日▶シフト制�※応相談

北
広
島

倉庫内軽作業員
WワークOKWワークOK
未経験者OK未経験者OK1,000円〜1,000円〜

時給時給

給　与▶時給1,000円～
時　間▶12:00〜21:00
休　日▶�日曜、祝日、他シフト制��

※大型連休有

恵
庭

冷凍パスタの製造
昼から勤務の昼から勤務の

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！

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▶シフト制、週休2日

1,000円1,000円
時給恵

庭

食品のパック詰め等
短期 年末まで短期 年末まで

送迎有送迎有

給　与▶時給1,000円～
時　間▶8:20〜17:20
休　日▶�土曜、日曜、祝日�※大型連休有

恵
庭 1,000円〜1,000円〜

時給時給 一般事務

未経験者歓迎未経験者歓迎

給　与▶時給1,200円～
時　間▶�8:00〜17:00�

※残業30〜40h程度/月
休　日▶日曜、他シフト制

恵
庭

リフト作業・ピッキング・仕分け

残業多めで稼げる残業多めで稼げる1,200円〜1,200円〜
時給時給

給　与▶時給1,000円～
時　間▶�①9:00〜13:30�②13:30〜18:00�

③18:00〜22:00
休　日▶水曜、日曜

恵
庭

食品工場での簡単軽作業
選べる時間帯選べる時間帯
WワークOKWワークOK1,000円〜1,000円〜

時給時給

資格を資格を
活かそう活かそう

朝は 朝は 
ゆっくりゆっくり

扶養内OK扶養内OK

手のひらサイズの手のひらサイズの
パーツ製造パーツ製造

〈千歳・苫小牧〉 ★選べる勤務先

苫小牧勤務は社宅完備・送迎有!苫小牧勤務は社宅完備・送迎有!
1人暮らしデビュー歓迎!1人暮らしデビュー歓迎!

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～
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

千歳・恵庭・他 派 工場作業、倉庫内作業、一般事務、リフト作業

仕　事▶�給食、おやつ作りの調理、配膳、洗い物�
のキッチン業務（4人体制）

資　格▶�未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶�時給950円�※試用期間1ヶ月/同条件
時　間▶��①8:00〜13:00�②8:30〜13:30�※実働5h
休　日▶�日曜・祝日、土曜日（月に1・2回、土曜日勤務の�

場合有）、年末年始
期　間▶10月〜翌3月�※4月以降も可�※更新有
待　遇▶�雇用保険、労災保険、交通費規定支給、エプロン貸与

かわいい子どもたちの楽しむ声が聞こえます。
是非お越しください。

調理員募集!調理員募集!

千歳市富丘
1丁目5-13

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。�
まずはお気軽にご連絡ください。面接は順次行います。

☎0123-40-1106
認定こども園つくし保育園

担当/村田

千歳 パ 調理員

2人
募集

未経験者歓迎!未経験者歓迎!

勤務先▶千歳市泉沢工業団地
仕　事▶事務所の日常清掃
資　格▶車通勤できる方、未経験者歓迎
給　与▶時給900円
時　間▶�8:30〜10:30（実働2h）�

※金曜は近くの仮設トイレの清掃が有（＋30分）
勤　務▶火･金曜（週2日）
待　遇▶労災保険、交通費規定支給、制服貸与

清掃員募集!!清掃員募集!!

日本管財サービス株式会社
〒066-0015　千歳市青葉8丁目3番1号

担当/高倉☎0123-24-0800
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡

★引継ぎは親切に指導いたします

千歳 パ 清掃

デリカ（惣菜）・水産スタッフ募集!! まずはお電話!
応募応募恵庭店

☎33-1122恵庭市本町210

[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

給　与▶�［一般］時給910円�［学生］時給890円
時　間▶�8:00〜13:30、8:00〜16:30
勤　務▶週4日

◆デリカ
給　与▶�［一般］時給938円　［学生］時給890円
時　間▶�①8:30〜13:00（平日のみ勤務）�

②8:30〜16:30（休憩1時間）
勤　務▶週4〜5日

◆デリカ

給　与▶�［一般］時給930円�［学生］時給890円�
時　間▶�8:30〜13:00　　　
勤　務▶週4日

◆水産
給　与▶��［一般］時給936円　［学生］時給890円
時　間▶�8:00〜16:00（休憩1時間）　
勤　務▶週4〜5日

◆水産 お寿司・惣菜製造のお手伝い

千歳・恵庭 ア パ デリカ、水産

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（時間数による）※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

社会医療法人社団�三草会　千歳桂病院  千歳市蘭越97-2　　http://www.chitose-katsura.or.jp/

時　間▶�①8:45〜17:00（休憩1h）　�
②16:45〜翌9:00（休憩2h）�
③8:45〜13:00（※土曜/休憩なし）�
※①②③交代シフト制　※夜勤は月に4回程度

休　日▶�4週6休、他（年間休日110日程度）�
※有給休暇・年末年始・夏季・慶弔休暇有

待　遇▶�各社保完備、賞与年2回、交通費規定支給（月3万
円迄）、車通勤OK、職員食堂（1食350円）、退職
金制度、財形貯蓄制度�
★JR千歳駅より職員送迎バス有

共
通
項
目

給　与▶�時給1,200～1,500円

給　与▶�時給890～1,000円

☎0123-23-2101
chitose-katsura@sansoukai.or.jp

《担当》
木戸

詳しくはお問合せください!

募集

社会医療法人社団 三草会

JR千歳駅
より 職員送迎バス有

◆パート勤務も同時募集♪賞与4.3ヶ月分! ※昨年実績

看護師・准看護師・介護職員入職3ヶ月、6ヶ月後に各5万円ずつ
●入職お祝い金有（10万円）

●夜勤月4回程度
定時で帰れるのでゆとりをもって働けます。●残業なし

正
職
員

千 歳 桂 病 院
資　格▶�看護師資格、年齢不問、未経験OK、�

ブランク有OK
給　与▶�看護師/月給190,000～240,000円+各種手当�

准看護師/月給160,000～230,000円+各種手当�
☆職務手当（看護師/月25,000円�
　　　　　��准看護師/月22,000円）�
☆皆勤手当（月8,000円）�
☆夜勤手当（10,000円/回）�
☆冷暖房手当（月1,667～6,667円）

看
護
師
・
准
看
護
師

看護師・准看護師

介護職員

資　格▶�無資格OK
給　与▶�月給126,000～145,000円+各種手当�

☆職務手当（月5,000～10,000円）�
☆皆勤手当（月8,000円）�
☆夜勤手当（7,000円/回）�
☆冷暖房手当（月1,667～6,667円）

　　　　※賃金は手当を含めて16万円以上になります。

介
護
職
員

夜勤なし夜勤なし
勤務OK勤務OK

日勤のみ日勤のみ
OKOK

扶養内扶養内
勤務OK勤務OK

メールでの
お問合せもOK

千歳 正 看護、介護

■一般労働者派遣事業（派01-300021）

(株)ジェイサポート
札幌市北区北7条西4丁目8-3�北口ヨシヤビル3F�

（JR札幌駅北口より徒歩1分）0120-706-7170120-706-717 《受付》
9〜17時応募

仕分け仕分け作業員作業員
倉庫内でのカンタン作業！ 期　間▶長期

仕　事▶�パンや洋菓子などに使われる原材料（バターや油な
ど）が保管されている倉庫内でのお仕事。リストを
見ながら冷凍庫から原材料を集め、チルド倉庫に移
動し、指定された数通りに仕分ける単純作業です。

資　格▶�学歴不問、フリーター歓迎
給　与▶�時給1,125円
時　間▶�9:00〜18:00（実働8h）
勤　務▶�月〜金曜
待　遇▶�社保有（法令による）、交通費規定支給、車通勤可、

JR恵庭駅から無料送迎有、有給休暇（法令による）、�
週払いOK（規定有）

勤務先▶恵庭市恵南　※JR恵庭駅から車で7分

★★�職場見学�職場見学も随時実施中です！�も随時実施中です！�
見学後の応募もOK！見学後の応募もOK！

★★モクモク単純作業モクモク単純作業が好きな方が好きな方
★★JR恵庭駅JR恵庭駅からから無料送迎有!無料送迎有!

★�WEB面接にも対応しております♪
★�恵庭市内や近郊にお住まいの方は弊社の担当社員がご自宅�
近くに出向き面接することも可能ですので、ご相談ください！

●履歴書（写真なしでも可能） ●身分証明書
※面接時にデジカメで撮影いたします。持ち物

面
接
に
つ
い
て

恵庭 派 倉庫内での仕分け作業
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