
2021年10月8日（金） ちゃんと13

◆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、休憩室完備

清掃員募
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!

車通勤可!

シニア・ 
WワークOK

千歳 パ 清掃

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
OK!

清掃スタッフ募集!
恵庭 パ 事務所内日常清掃

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
応相談!

Web応募
はコチラ

Web応募
はコチラ

☎23-7667
千歳市勇舞8丁目1-1

長都店

応募

☎26-6660
千歳市日の出1丁目1-66

千歳店

応募

㈱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

青果
スタッフ募集!!

★両店とも他部門も募集中です！
希望の店舗に電話連絡の上、

写真付き履歴書をお持ちください。

給　与▶ ［一般・学生］時給890円
時　間▶ 9:00～17:00（応相談）

給　与▶ ［一般］時給896円 
［学生］時給890円

時　間▶ 8：30～13:00、13:00～17:00 
※8:30～16:00（休憩1時間）でも可

千歳 ア パ 青果

一緒に働こう!

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

❶原料（人参・いも）の入替え作業と洗浄

《アルバイト共通項目》
給　与▶ 時給1,200円
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

❷ 手作業での野菜の移動･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。

〒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

アルバイト パート

男性多数
活躍中!!

未経験者
歓迎‼

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
募集中!

スタッフ
募集中!

扶養内
OK‼

千歳 ア 野菜の洗浄、積み上げ作業パ 野菜の選別・加工

グループホーム 北のくにから
〒061-1353　恵庭市島松本町4丁目8-25

㈲セカンドライフ

☎0123-37-2985まずはお電話ください。
担当/小野瀬

◆介護スタッフ
仕　事▶ 入居者様の生活のお手伝い
資　格▶ 不問、未経験の方大歓迎、 

マンツーマンで指導させていただきます。
給　与▶ 時給900円 ※試用期間/時給890円
時　間▶ ①7:00～16:00　②8:30～17:30　 

③10:30～19:30　 
※①～③選択可（シフト制） 
※休み希望は応相談

勤　務▶ 週2～5日 ※日数応相談
待　遇▶ 各社保完備、資格手当（試用期間後）、 

交通費（月25,000円迄）実費支給、車通勤可、 
処遇改善手当年3回別途支給、正職員登用制度有

夜勤ナシで
働きやすい笑顔があふれる♪

恵庭 ア パ 介護

20代～60代
みんな大活躍中!

働き方について、
遠慮なくご相談ください！

資　格▶ 要普通免許（免許取得1年以上、AT限定可） 
※長期勤務出来る方

時　間▶8:30～17:30
勤　務▶ 月～金曜（週5日勤務） 

※週40h（変形労働時間制）
休　日▶原則土・日曜
給　与▶月給200,000円～
待　遇▶  交通費規定支給、制服貸与、有給休暇、 

車通勤可、社保完備、慶弔見舞金等共済会、 
昇給有

 顔なじみの「いつものお客様」に、
生協のサービスをお届け!

■生活協同組合　〒066-0077 千歳市上長都3-1

コープ宅配システム
トドック千歳センター

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。  
※運転適性検査があります。

〈受付〉月～金曜/9～21時、土曜/9～18時 ※日曜休み
0120-502-112応募

1.5tトラックを使用普通免許でOK!
★ 千歳圏内のみ!ルートが決まっているので、 
地理が苦手でも大丈夫！

積み込みカンタン♪

月20万円～稼げる!

毎週土日お休み♪

主婦（夫）の方も活躍中!

千歳 契 ルート配達

ルート宅配
スタッフ募集!! 体験同乗

OK!

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
24時間受付OK！ お気軽にお電話ください。 0120-172-642

給　与▶ 時給960円～
時　間▶ 8:30～17:15
期　間▶即日～長期
休　日▶ 週休2日 ※シフト制

960

給　与▶ 時給1,500円～
時　間▶ ①8:00～17:15 

②16:00～翌1:15 
③0:00～9:15

期　間▶ 即日～長期
休　日▶週休2日 ※シフト制

1,500

給　与▶ 時給930円～
時　間▶ ①8:00～17:00 

②9:00～18:00 
③10:00～19:00 
④12:00～21:00 
⑤18:00～翌3:00 
※①～⑤選べる固定勤務

期　間▶即日～長期
休　日▶週休2日 ※シフト制

930

給　与▶ 時給950円～
時　間▶ 7:00～翌3:00 ※シフト勤務
期　間▶ 即日～更新制
休　日▶ シフト制

 
950

給　与▶ 時給950円～
時　間▶ ①5:00～14:00 

②7:00～16:00 
③8:30～17:30 
※①～③選べる固定勤務 
※残業の可能性有

期　間▶ 即日～翌2月下旬
休　日▶土日

950

 
千歳・恵庭 派 製造、組立ア 送迎ドライバー

〒061-1413
恵庭市本町113-1

デイサービス きたえるーむ恵庭

パート 看護師
仕　事▶バイタルチェックや体調管理､介護業務
資　格▶看護師または准看護師資格
給　与▶ 時給1,250円～（経験により考慮）
勤　務▶週2日～（シフト勤務）
時　間▶ 9:00～16:00
休　日▶日曜・祝日、お盆・年末年始
待　遇▶制服有､昇給有､交通費規定支給

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。

受付/9～18時　担当/関澤
☎0123-25-6207

恵庭 パ 看護師

千歳市美々 新千歳空港ターミナルビル内
【HP】https://www.marukoendh.com/

担当/今野☎0123-46-5843

資　格▶未経験者歓迎
時　間▶ 7:30～20:00 ※実働8h 

（現在は時短営業中のため、 
8:00～18:00）

休　日▶ 月7～8日
給　与▶ 時給1,050円～  

※試用期間有/時給950円 
★経験により優遇します。

待　遇▶ 各社保完備（勤務による）、交通費規定支給、 
制服貸与、正社員登用制度有

港町市場 新千歳空港店

店頭販売スタッフ募集
パート

千歳 パ 店頭販売

 電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

急募!

恵庭市黄金中央

株式会社ニッコクトラスト北海道担当/大瀬
受付/平日
8:30～17:30

仕　事▶ 調理業務がメイン。メニュー考案、食材の発注・
仕込み、帳票類の記録、スタッフのシフト管理・
打合せなど、一日の流れは決まっています。 
慣れるまで当社スタッフがサポートいたしま
すので安心してください。

資　格▶ 年齢不問、調理師免許、業務経験者
時　間▶ 7:00～16:00（実働8h） 

※4月～11月までは5:30～16:00（実働8h）
給　与▶ 月給270,000円　※試用期間2ヶ月有
休　日▶ 土・日・祝日（行事等により出勤日有） 

★学校休校日は近隣の現場へのヘルプ有
待　遇▶ 社保完備、交通費全額支給、制服貸与、 

食事補助有、車通勤可
勤務先▶ 恵庭市黄金中央

札幌市北区北7条西2丁目 37山京ビル205号
応
募

調理師 責任者
候補

学生食堂の

学生の笑顔に 
元気をもらえるよ!

土・日・祝日
お休み！

安定した
お仕事です♪

☎011-737-7510
070-1238-0420

恵庭 契 調理師（責任者候補）

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-26-2191 《担当》
つのだ

仕　事▶ 新車、中古車の販売業務、軽整備、他
資　格▶ 未経験者歓迎、 

要普通免許（AT限定OK）
給　与▶ 月160,000円～ 

※例/月200,000円以上も可能 
※試用期間1～6ヶ月/時給889円～

時　間▶ 10:00～19:00(実働8h）
休　日▶ 4週8休 ※火曜定休 

他シフト制 ※会社カレンダーによる 
年末年始

待　遇▶ 各社保完備、業績賞与年2回、 
燃料手当、交通費規定支給、車通勤可、
カップ式飲料機使い放題

スターオート

千歳市東雲町5丁目7-3 株式会社スターオート 千歳店

http://starauto1995.com/

月20万円以上
も可能‼

千歳 正 販売、軽整備

経験者歓迎!
アルバイト パート

仕　事▶ レンタカーの受付、 
軽整備・洗車・送迎のお手伝い

資　格▶ 経験者歓迎、 
要普通免許（AT限定OK）

給　与▶ 時給920円～
時　間▶ 7:30～19:00の間でシフト制  

※応相談
勤　務▶ 週3日～ ※シフト制 

※土・日曜のみ・Wワーク等応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

カップ式飲料機使い放題

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-26-2191《担当》つのだ

千歳市東雲町5丁目7-3 
ニコニコレンタカー千歳東雲町店

車が好きな未経験者さんにもおすすめ♪

千歳 ア パ レンタカー業務


