
2021年10月22日（金）ちゃんと 12

スタッフ募集!
★経験者歓迎!
★車好きな未経験者
　にもオススメ

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

千歳 ア パ レンタカー業務

来季、新施設オープンのため介護スタッフ募集!

〒059-1434　勇払郡安平町早来富岡129番地

090-6212-8125
社会福祉法人
富門華会 第二富門華寮

だ い に も んふ け りょう

仕　事▶ 障がい者支援施設での利用者の介護
資　格▶ 要普免　　　　　　休　日▶ 完全週休2日
給　与▶ 月給16～20万円
時　間▶ 8:00～17:00、他3パターン（応相談）
待　遇▶ 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、 

車通勤可、交通費規定支給、 
寒冷地手当、住宅手当、賞与有

まずは、お気軽にお電話ください。

担当/廣川

安平 契 生活支援員

販売スタッフ募集!

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。

残り若干名の募集です

明るく
和気あいあい
とした職場です!

未経験者歓迎

安平 ア パ 販売

★正社員同時募集　月17万円～

株式会社
アドバンス

恵庭市恵み野北3丁目1-1 
恵庭RBPセンタービルE206
https://www.ec-advance.jp

仕　事▶ 楽天市場・Yahoo!ストア・Amazonなどのネット
ショップの受注業務。主に取引先との電話対応他、
パソコン操作、eメール対応

資　格▶ 基本的なパソコン操作が出来る方、 
ネットショップ・コールセンター経験者優遇

給　与▶ 時給930円～ ※3ヶ月後から時給950円 
※能力に応じて昇給有 ※社員登用制度有

時　間▶9:00～17:00
勤　務▶ 週2～3日（基本土日祝休み、繁忙期は土日出勤数回有） 
待　遇▶ 雇用保険、労災保険、車通勤可、交通費規定支給、社保有

担当/末岡☎21-8891 受付/10～16時

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭 ア パ 受注業務

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!

恵庭市恵南1番地〒061-1411
㈱ロバパン恵庭工場

当工場では、新型コロナウイルス感染症対策を実施しております。

☎0123-32-4346応
募

受付/月～金 8：30～17：30  担当/やまだ・うえだ

★昨年の経験者は面接不要です。 ★定員に達したら締切りますので、例年お越しの方もお早めにお申し込みください。

12/30㈭に銀行口座へ振り込み予定!給与支払日について 年内に振込!!

期　間▶ 11/29（月）～12/24（金）
給　与▶ 時給990円 

（22～翌5時は時給1,238円）
時　間▶ 9:00～18:00
休　日▶ 週2日（基本土日、変動有）
★クリスマス
直前の数日間
は全員、深夜勤
務となります。

12/18 0:30～12:30
12/19 22:00～翌1:30
12/20 20:00～翌2:00
12/21 18:00～翌8:00
12/22 16:30～翌5:00
12/23 18:00～翌5:30

2020年実績
につき変動有▶

ク
リ
ス
マ
ス
ケ
ー
キ
製
造

12/20 18:00～20:30
12/21 18:30～翌2:00
12/22 16:00～翌3:00
12/23 18:00～21:00

2020年実績
につき変動有▶

期　間▶ 12/20（月）～12/23（木）
給　与▶ 時給1,010円 

（22～翌5時は時給1,263円）
時　間▶ 下記表参照

い
ち
ご
の
ケ
ー
ス
詰
め

短期アルバイト
Xmas 

ケ
ー
キ
製
造
全
般

2020年実績
につき変動有▶

期　間▶ 12/21（火）～12/22（水）
給　与▶ 時給1,040円 

（22～翌5時は時給1,300円）
時　間▶ 下記表参照

12/21 19:00～翌7:30
12/22 16:30～翌4:00

12/21火
▼

12/24金

時
給1,100円 最大

皆勤特別手当支給!!

5,000円

のお仕事も募集!!

※時間等の詳細はお電話でお尋ねください。

ケーキの仕分け･運搬作業

恵庭市内送迎バスあります!

恵庭 ア 製造、ケース詰め

資　格▶ 18歳以上（高校生不可）、
未経験者大歓迎、長時間の
立ち仕事に支障がない方

待　遇▶ 恵庭市内送迎バス有、 
交通費規定額別途支給、
制服・作業靴等貸与、 
無料駐車場完備

共通項目

ロバパン

時
給990円  22～翌5時は 

時給1,238円!! 最大

11/29月▶12/24金

8,000円1ヶ月間
短期

皆勤特別手当支給!!

●12/21・22・23の皆勤手当6,000円! ●さらに11/29～皆勤＋2,000円（他は皆勤1,000円）

クリスマスケーキ製造

時
給1,040円  22～翌5時は 

時給1,300円!! 最大 5,000円
皆勤特別手当支給!!

12/21火▶12/22水
ロバパン

2日間
超超短期 ●2日間皆勤で皆勤手当3,000円! ●さらに10月中にお仕事決定で+2,000円!!

ケーキ製造全般

12/20月▶12/23木

時
給

 22～翌5時は 
時給1,263円!! 最大 5,000円

皆勤特別手当支給!!1,010円

ロバパン

ロバパン

いちごのケース詰め

4日間
超短期

●皆勤手当は3日連続出勤で2,000円、4日で4,000円! ●さらに10月中にお仕事決定で+1,000円!!

こちらからも
ご応募出来ます♪

Web応募
はコチラ

☎23-7667
千歳市勇舞8丁目1-1

長都店

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・食肉部門も募集中!!
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▶ ①9:30～12:30 

②13:00～20:00 
※応相談

スタッフ募集!!
衣料部門

千歳 ア パ 衣料

男女問わず､元気な方お待ちしてます!

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｡

千歳 パ 清掃

勤務先▶航空自衛隊千歳基地内
仕　事▶ 浴場の清掃
資　格▶未経験者歓迎、要普通免許
給　与▶時給920円
時　間▶ 8:00～11:30（実働3.5h）
勤　務▶シフト制　※日数要相談
待　遇▶ 労災保険、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可

清掃員募
集

未経験者
歓迎!

お仕事
ファイル

体力

集中度

コミュニケーション能力

スーパーマーケットにて接客や管理を行う職業。レジ以外にも日配部門は食
品などの品出しを行い、生鮮部門は精肉・鮮魚・青果の加工などを行います。

あったら
いいかも
資格

あったら
いいかも
スキル

人
と
接
す
る
の
が
好
き
な
人
に

オ
ス
ス
メ

スーパーの店員

なし

プチプチやエアーキャップなど
の呼び名は登録商標です。

梱包等に使用される緩衝材。
1957年に、アメリカの2名の
技術者が発明しました。

気
泡
緩
衝
材

お仕事で使
う

アレってな
～んだ？
使いやすくて
とっても便利！！

一般労働者派遣事業（派01-300285）
千歳市東雲町
1丁目9-6㈱マグナクルー

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

★随時面接致します。
【月～金曜】9～18時0120-357-337

080-5729-7602 （土・日曜、祝日）

荷物の仕分け
スタッフ募集!

期　間▶即日～長期
勤務先▶①江別市　②石狩市
仕　事▶ かご台車を使用して、スーパー向け商品 

荷物を仕分ける作業です。
資　格▶未経験者歓迎、資格不問
給　与▶ ①時給950円　②時給1,000円
時　間▶ ①9:00～18:00　②13:00～22:00
勤　務▶ 週5日～　※応相談
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、週払い制度有、 

車通勤可（無料駐車場有）、送迎有

その他 派 荷物の仕分け

★性別・年齢・経験不問!
★千歳・恵庭からの送迎有!

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

給　与▶時給898円～
時　間▶15:00～18:00（実働3h）
勤　務▶週3～4日（応相談）※日曜他、休み
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給

パ
ー
ト

給　与▶  月給157,000円～
時　間▶8:00～17:00（実働8h）
休　日▶土、日、祝日
待　遇▶ 社保完備、賞与有、退職金制度有、 

制服貸与、交通費規定支給

正
社
員

事業拡大につき

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

応募 090-9753-1491

勤務先▶北海道文教大学付属幼稚園（恵庭市漁町396）
清掃スタッフ募集!

☎0123-24-3771平日

恵庭 正 パ 清掃


