
2021年10月29日（金）ちゃんと 10

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!

仕　事▶ 新千歳空港内の巡回、他業務
資　格▶ 普通(中型)免許、車通勤できる方
給　与▶ 月給160,000円～ ※深夜割増含む 

※資格手当有/10,000円迄
時　間▶ 日勤/7:30～16:30 

夜勤/16:30～翌7:30   
（シフト交替制）

休　日▶ 月7～9日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

制服貸与、正社員登用制度有

正社員登用有

新千歳空港で働きませんか?

空港施設
警備員募集!

北海道東急ビルマネジメント㈱
千歳・苫小牧営業所

〒066-0027 千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F

担当/
スズキ☎0123-22-1090

問合せだけでもOK、まずはお電話ください。

千歳 契 空港施設警備員

向陽台店

スタッフ
各1名募集!!

時　間▶ ①8:00～12:00 ②12:00～16:00 
※①②シフト制 ※要相談

時　間▶ ①9:00～13:00 ②12:00～16:00 
※①②シフト制 ※要相談

農産

レジ

パート

パート

《共通項目》
給　与▶ 時給914円 

※試採用期間3ヶ月/時給889円～ 
★日曜・祝日は時給+30円

勤　務▶週5日 
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、有給休暇、

共済会

向陽台店千歳市白樺2-3

☎28-3511応募 担当/安田

千歳 パ 農産、レジ

(株)東洋実業 恵庭営業所
恵庭市黄金中央1丁目13-11  クレール黄金1F

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
合否は5日以内にご連絡致します。
お気軽にご相談ください。

☎33-8225 ［担当］採用係

仕　事▶日常清掃業務
資　格▶未経験者歓迎
勤　務▶週2～4日 ※応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与

共通
項目

◆恵庭市民会館/恵庭市新町
給　与▶時給889円
時　間▶8:00～11:00 ※実働3h
◆レンゴー（株）恵庭工場/恵庭市戸磯
給　与▶時給900円
時　間▶8:00～12:00 ※実働4h

清掃
未経験者歓迎
勤務日数応相談

恵庭 パ 清掃

スタッフ
募集

制服が新しくなります♪

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！

苫小牧 契 自動車部品の製造スタッフ

給　与▶ 時給900円　 
※22:00～翌5:00/時給1,125円

時　間▶ ①18:00～22:00（実働4h） 
②22:00～翌6:00（実働7h） 
③13:00～22:00（実働8h） 
④8:00～17:00（実働8h）

勤　務▶3勤1～2休（応相談）
待　遇▶ ②～④社保（①は雇保）、交通費規定支給、 

制服貸与

新千歳空港（千歳市美々） ★市内送迎有

☎0123-24-7787
担当/金子電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

■ビルメンテナンス 廃棄物収集運搬処理 ハウスクリーニング

千歳市流通1丁目4-7

給　与▶ 時給900円
時　間▶ 8:00～12:30（実働4.5h）
休　日▶ 土日祝、GW、夏期、年末年始 

※長期休みの場合、1～2日出勤有
待　遇▶ 雇保、交通費規定支給、制服貸与

パナソニック（千歳市上長都）

給　与▶ 時給900円
時　間▶ 8:00～13:00（実働5h）
休　日▶ 土日祝、GW、年末年始 

※12月は繁忙期のため、週1～2日休み
待　遇▶ 雇保、交通費規定支給、制服貸与

ヤマト運輸（千歳市泉沢）

給　与▶ 時給900円
時　間▶ 12:30～17:00、13:00～17:30（実働4h） 

※シフト制
休　日▶ 土日祝、GW、年末年始
待　遇▶雇保、交通費規定支給、制服貸与

恵庭市役所（恵庭市京町）

清掃
★安定して長く働ける♪
★未経験者歓迎!
★WワークOK!

HPは
こちら!

スタッフ募集!

千歳3カ所
恵庭1カ所

フルタイム
も大歓迎!

千歳・恵庭 パ 清掃

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、交通費規定支給、 

車通勤可（駐車場完備）
勤務先▶恵庭市戸磯

長期安定・ガッチリ稼げる!

0120-095-350
まずはお気軽にお電話ください。

JRサッポロビール庭園駅より

徒歩10分
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恵庭 派 製造、検査

生活情報紙 「ちゃんと」 の営業スタッフを募集します。

営業募集
仕　事▶ 生活情報紙｢ちゃんと｣の 

広告・企画営業
資　格▶ 要普免、 

千歳・恵庭市内在住の方、 
エクセル操作できる方

給　与▶ 月220,000～420,000円
時　間▶ 9:00～18:00（休憩100分） 

※月曜日は若干の残業があり
ます。

休　日▶ 日曜日、隔週土曜日  
※月6～8日

待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 
昇給・賞与有（業績による）、 
諸手当有、車通勤可、 
試用期間1～3ヶ月位有

千歳･恵庭エリアの
生活情報紙発行

応　募▶写真付履歴書（手書き）をご郵送ください｡書類選考の上、後日ご連絡致します。

未経験OK！

☎0123-27-0911
〒066-0073 千歳市北斗4丁目13-20 ■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

正社員
あなたの「好き！」を活かしませんか？

千歳・恵庭 正 営業

☎0123-23-5125千歳市北信濃863-2
鴻池運輸㈱ 千歳営業所

新千歳流通センター

お歳暮ギフトの
短期アルバイト！

25名
大募集!!

お待たせしました。今年も大募集！友達と一緒の応募もOKです!!
新型コロナウイルス

感染防止対策も万全です!!

仕　事▶ お歳暮ギフトの包装作業・運搬作業
期　間▶ 11月下旬もしくは12月上旬～12月下旬 ※開始日は状況による
資　格▶ 定年雇用止めの為60歳までの方、未経験者歓迎
給　与▶ 【包装ライン・検品作業】時給900円　【運搬作業】時給1,000円
時　間▶ 9:00～16:30 ※実働6h程度 ※状況に応じて就業時間変更
勤　務▶ 期間中の18～25日程度（応相談）　  
待　遇▶車通勤可、交通費規定支給

❷製品積込作業❶ギフト包装作業・検品作業

担当
まで

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
★詳細は面談にて★

資　格▶ 定年雇用止めの為60歳までの方、性別･経験不問
仕　事▶ 倉庫内での作業着等のピッキング（入荷時の検品・仕分け業務）
時　間▶ 9:00～16:30（実働6h ※シフト制）
休　日▶ シフト制 ※週3日程度の勤務
給　与▶ 時給900円
待　遇▶ 交通費規定支給、マイカー通勤可（駐車場完備）、制服支給
勤務先▶千歳営業所 新千歳流通センター内

未経験者大歓迎!!

主婦（夫）
活躍中!!

作業服等のピッキング業務の募集!!〈長期間〉

千歳 ア ギフト包装作業･検品作業･製品積込作業パ ピッキング




