
2021年11月19日（金）ちゃんと 12

仕　事▶ 仮設材、建築資材の運搬
資　格▶ 仮設材運搬経験者、要大型免許、小型移動式 

クレーン資格、玉掛け資格
時　間▶ 8:00～17:00（休憩1h、運行計画により変動有） 

※月平均10～20hの時間外有
休　日▶ 土、日、祝、GW、お盆、年末年始 

※月平均1～2日の土曜出勤有
待　遇▶ 時間外手当、休日出勤手当、燃料手当、長距離手当

（200km以上）、夜間手当（22時以降）、各社保完備、 
車通勤可、昇給有、退職金制度有

共
通
項
目

◆8tユニック運転手/正社員 
給　与▶ 月給251,016～263,750円  

※固定時間外35h含む 
※試用期間（最長3ヶ月）/日給10,400円

◆11tユニック運転手/正社員 
給　与▶ 月給265,023～280,050円 

※固定時間外35h含む 
※試用期間（最長3ヶ月）/日給10,400円

8t･11tユニック運転手資格を
活かして働こう！

受付/9～16時
担当/池田☎011-377-4931

まずはお気軽にお電話ください！

北広島市輪厚431-1
北一運輸株式会社

Kitaichi Transportation Co., Ltd.

経験者 
優遇いたします

一
緒
に
頑
張
り
ま
し
ょ
う
！

未来を築く
お仕事です！

北広島 正 8t･11tユニック運転手

千歳市新富1-3-5社会福祉法人
千歳市社会福祉協議会 ほっとす

☎42-3133まずは
お電話ください。
［受付］月～土/8:45～17:15　［担当］介護総務係/岡田

デイサービス❶看護職員
❷介護職員

資　格▶ 看護師または准看護師資格
給　与▶ 時給1,140円
勤　務▶週2日程度
待　遇▶通勤手当

❶看護職員　★Wワーク出来ます！

資　格▶ 無資格OK
給　与▶ 時給920～1,020円 

※資格に応じて加算有
勤　務▶週3日程度
待　遇▶通勤手当、処遇改善加算有

❷介護職員

★訪問介護職員も同時募集 
好きな時間にお仕事できます。

時　間▶8:45～16:30（休憩60分） 
休　日▶ 日曜、他シフト制
勤務先▶ 祝梅ほっとす（千歳市流通3丁目3-16）

共通項目

千歳 パ 看護、介護

千歳市美々新千歳空港ターミナルビル3F
レストランユック 新千歳空港店定山渓温泉

「鹿の湯」グループ

★ブランクのある方も歓迎！
★子育てが一段落した方も活躍中！
★土日のみもOK！

担当/田中☎0123-46-5830
 電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

土日祝日または
お正月やお盆の勤務

可能な方は

時給優遇!! 時　間▶ 平日/11:00～20:00の間で実働4h～ 
土日祝/11:00～20:00

給　与▶ 時給950円～ 
（高校生/時給920円～）

資　格▶ 未経験者歓迎
勤　務▶週2～5日で希望日数ご相談ください。
待　遇▶ 交通費実費支給、賞与有（実績による）、食事手

当支給、勤務実績により有給休暇有、昇給有

調理補助
（料理の仕込みや盛付等）

★家庭での経験が生かせる　★未経験者歓迎♪
スタッフ

千歳 ア パ 調理補助スタッフ　

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

正社員募集!
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

《共通項目》
仕　事▶客室清掃
時　間▶ 9:00～15:00 

（1日3h～お好きな時間で勤務可能）
給　与▶時給1,000円
勤　務▶週2日～OK
待　遇▶ 社保完備（勤務による）、制服貸与、有給休暇

客室清掃
千歳市ホテル2棟同時募集

スタッフ募集!!

札幌市中央区北2条西2丁目26番地　道特会館5F
0120-278-088C・TEC株式会社 札幌営業所

勤務先

JRINN千歳❶ JR千歳駅のすぐとなり！
千歳市末広6丁目

❷ベストウェスタンプラスホテルフィーノ千歳
千歳市千代田町3丁目13
JR千歳駅から徒歩5分！

時
給1,000円!!

高校生も
ご応募
ください！

学生さん
も歓迎!!

扶養内
勤務OK!!

即面接･
即勤務OK!!

千歳 ア パ 客室清掃 千歳・恵庭 派 ①チョコの検品・梱包作業②漬物などの食品加工業務

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

【勤務時間例】
6:00～9:00、
9:00～14:00等

◆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 加工、ルート配送

フルタイムパート

子ども達が元気に楽しく遊べるお手伝いをするお仕事です。

まずはお気軽にお電話ください。
☎011-205-1471採用担当者

男女共に活躍できます!

勤務先▶ えにわファミリーガーデン「りりあ」 

（恵庭市南島松828番地）

仕　事▶ 子どもたちへの声かけ、見守り等、入退場

受付、利用方法の説明、遊具の清掃・消毒

給　与▶時給900円

時　間▶  9:00～17:00（実働7.5h）

休　日▶ 週休2日（シフト制）

待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

車通勤可（当社規定による）、制服貸与

施設運営
スタッフ募集

恵庭 パ 施設運営スタッフ
遊びの見守りや声かけ、
遊び方を教えたり…

〒061-1374 恵庭市恵み野北3丁目1-1 恵庭リサーチ・ビジネスパーク E-204
株式会社アメック■トータルビルメンテナンス・

　運営管理 恵庭営業所

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

クリスマス・年末年始の繁忙期に向け アルバイトまだまだ増員!!

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

大募集!!

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

★フリーシフト！
★すぐ働ける！
★短期のお仕事!!

920円時
給900円 ▼時

給

12月は時給UP！

12/2▶12/24
生ケーキ専属
アルバイト

同時募集

給　与▶ 時給920円
時　間▶ 8:00～17:00（休憩1h） 

※1～2h残業の可能性有

期間中、数日だけでもOK♪

仕　事▶ パン・和菓子・サンドイッチ等の製
品の、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

　　　　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

恵
庭
方
面
無
料
送
迎
バ
ス
有

即日▶翌1/3

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。

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円皆勤手当が
最大

恵庭 ア パン・和菓子・サンドイッチ等の製造補助、クリスマスケーキ専属製造


