
2021年10月29日（金） ちゃんと11

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

Qua ity & Discount

千歳市北陽1丁目2-1フードD365千歳店
担当/加々谷☎27-5370

勤務日数・休日応相談!!

学生アルバイト歓迎!

◆レジ
時　間▶ ①13:00～17:00 

②17:00～21:00
給　与▶ 時給889円～　　
勤　務▶週3日～
待　遇▶ 雇用保険（勤務時間により加入）、

有給休暇有、制服貸与

千歳 ア パ レジ　

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車内清掃。掃除機 

がけや、シートの拭き掃除など、簡単な作業です。
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

恵庭 契 洗浄ライン作業

簡単作業! 連休有!未経験者歓迎!

完全
歩合制

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

勤務日は相談の上決定。週休2日制も相談可！

タクシー
ドライバー募

集

担当/古瀬☎22-0866
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許 ★二種免許取得養成制度有
時　間▶ 日勤:例/5:00～16:00　 

★5～8時の間に出勤し、 
　帰庫は出庫から10時間半後 
夜勤:例/18:00～翌5:00 　 
★ 18～20時の間に出勤し、 
帰庫は出庫から10時間半後

勤　務▶4勤1休
給　与▶ 完全歩合制　日勤/月200,000円～　 

　　　　　　夜勤/月250,000円～　 
※入社後1年間は給与保証有(当社規定による）

待　遇▶  各社保完備、入社祝金制度（10万円/規定有）、 
制服貸与、退職金制度、車通勤可（駐車場完備）

千歳 嘱 タクシー乗務員

~
~

4勤1休！
しっかり稼げる!

日勤
夜勤

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!

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

すぐに働けます! まずはお電話ください。

クリーニングスタッフ募集!

■病院・施設関係のリネン類のクリーニング業

千歳市泉沢1007-207 ☎0123-28-3771㈱北海道シルバーサービス 千歳工場

待　遇▶ 送迎有(千歳市内のみ、応相談）、社保完備、車通勤OK、 
交通費規定支給、昇給有、社員登用有、試用期間有

小～大型の洗濯乾燥機の操作と関連 
業務全般を行います。

時　間▶ 7:00～19:00の間で実働6～8h
勤　務▶ 週4～5日で応相談（土･日曜休み） 
給　与▶時給889円～

洗濯乾燥担当スタッフ

社員希望大歓迎!! 安定して働けます♪
子育てママ応援中!! 勤務時間調整OK♪送迎有!

クリーニング品仕上げスタッフ

時　間▶ 基本8:00～17:00の間で実働6～8h 
※応相談 （例/9:00～15:00、10:00～17:00等）

勤　務▶ 週2～5日で応相談（土･日曜休み）
給　与▶時給889円～

シーツ・タオル等を機械に入れたり、 
手で畳むカンタン作業!!

20～40代 活躍中!! 短期も大歓迎!!

共通
項目

すぐに
働けます!

千歳 ア パ 工場作業

経験
不問

株式会社道央環境センター 恵庭市本町27番地
☎0123-34-0740応 募

◆清掃 《パート》

給　与▶ 時給900円
時　間▶ 8:00～14:00の間で実働2.5～5.5h
休　日▶シフト制 ※勤務日要相談

◉ラ･デュース恵み野

給　与▶ 時給900円
時　間▶ 8:00～12:00
勤　務▶月～金の間で週4～5日

◆清掃 《パート》
◉サッポロビール工場

給　与▶ 時給930円
時　間▶ 5:00～19:30の間で 

実働4～8h　
勤　務▶シフト制 ※応相談

◆厨房（調理補助） 《フルタイム/パート》
◉我汝会えにわ病院 

フルタイム
扶養範囲内
選択可

清掃・厨房スタッフ募集
恵庭 パ 清掃、厨房（調理補助）

待　遇▶ 社保完備（勤務時間による）、賞与 
年2回、制服貸与、交通費規定支給、
車通勤可、有給休暇有

共通 
項目

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

☎0123-24-3771平日

 入社後すぐに使える特別有休制度有!!

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898円
時　間▶7:00～11:00（実働4h）
休　日▶土･日曜、祝日

◆【パート】フレスポ恵み野/恵庭市恵み野里美
給　与▶時給898円
時　間▶12:30～17:00（実働4h）
休　日▶週3日～（応相談）

◆【パート】消防署富丘出張所/千歳市富丘
給　与▶  時給898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157,000～180,000円
時　間▶7:00～16:00
休　日▶週休2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

◆【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898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▶13:00～17:30（実働3.5h）
休　日▶ 日曜

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

パート
共通項目

千歳・恵庭 正 パ 清掃 千歳・苫小牧 派 ①プラスチック管の製造補助②電子部品の製造

★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

短期アルバイト 即日▶翌1/3 ◆製造補助 ★期間中1日～OK!!
仕　事▶ ベルトコンベアを使用した盛り付け、箱詰め等のライン作業
時　間▶ ① 昼勤/ ⓐ9:00～18:00（休憩1h） ※1h程度残業の可能性有 

ⓑ14:00～18:00 ※1h程度残業の可能性有 
ⓒ8:00～17:00 ※1h程度残業の可能性有

　　　　② 夜勤/ 19:00～翌4:00（休憩1h） ※2h程度残業の可能性有
勤　務▶ フリーシフト! 1日だけでも、レギュラーで週3日等もOK!
給　与▶ ①時給900円 ★12月は時給920円にUP! 

②時給1,000円 ※22～翌5時は深夜時給1,250円  
★ 月末月初手当あり！（合計6日間、最大6,000円） 
毎月末3日間、毎月初めの3日間1日出勤ごとに1,000円支給

資　格▶ 未経験者歓迎、食品衛生上マニキュア・付け爪・ひげ等は禁止、 
貴金属類の着用不可

待　遇▶ 交通費実費支給（上限2,000円/日）、車通勤可（無料駐車場完
備）、勤務日にパンのお土産有、当社製品社内販売有、格安食堂
完備（パン食は無料）、制服貸与、近郊エリア無料送迎バス有

山崎製パン㈱札幌工場
恵庭市恵南10-1 ★サッポロビール庭園駅から徒歩15分

一緒にクリスマスイベントを盛り上げませんか？
恵
庭
方
面
無
料
送
迎
バ
ス
有

◎上記期間以外の
　勤務も可能です！

募集!!

12/2▶12/24

給　与▶ 時給900円  
※12月は時給920円

まずはお気軽にお電話！
受付/9～18時 人事採用担当まで

☎0123-34-1128

クリスマス&年末年始特別キャンペーン！

生ケーキ専属
アルバイト
今年も大募集 ! !

★友達・親子での応募大歓迎！ ★クリスマス前の勤務ももちろんOK!

フリーシフトだから
期間中、数日だけでも

OKです♪

②12/1～25の間、14日以上出勤でさらに+5,000円
①12/1～25の間、10日以上出勤で+5,000円 ④ 12/29～翌年1/3の間、1日出勤ごとに+1,000円

※③④は1日実働6h以上で1日出勤扱いとなります。

Ⅰ

⑤12/1～12/31:団体手当5人1組で最大10,000円③12/19～25の間、5日以上出勤で+10,000円

42,000円今年もあります!! 
皆勤手当支給!! 最大

Ⅱ
交通費全額支給！

①［昼勤］時給UP!!

②交通費優遇
※他期間は当社規定による

920円時
給900円 ▼時

給12月
限定！

同時募集

恵庭 ア クリスマスケーキ・パン・和菓子・オードブル等の製造補助

千歳市上長都958（千歳市公設地方卸売市場内）
株式会社 恵千フーズ

https://peraichi.com/landing_pages/view/keisen-foods
お仕事紹介ページも是非ご覧ください！▼

資　格▶ 未経験者歓迎、 
　金・土に勤務できる方歓迎

時　間▶6:00～15:00の間で応相談

◆野菜のカット等の加工業務

給　与▶時給900円
休　日▶ 日曜、祝日、GW、お盆、年末年始　 

※野菜加工業務は 
　祝日出勤の場合有

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、 
正社員登用制度有

共
通
項
目

未経験者
歓迎!

☎0123-40-1010 ［受付］
9～16時

●まずはお電話ください。担当/大道寺

急募!
資　格▶ 要普通免許
時　間▶7:00～16:00

◆青果部ルート配送業務

千歳 パ ルート配送、加工




