
2021 年 11 月 26 日（金）ちゃんと 10

千歳市青葉5丁目6-10　http://www.hotal-web.com

◆ベッドメイク
仕　事▶�客室清掃、備品補充 
時　間▶�①9:00〜15:00　②19:00〜翌1:00 

◆フロント
仕　事▶�フロント業務
時　間▶�①9:00〜14:00　②14:00〜19:00 

電話の上､写真付履歴書をお持ちください｡ 担当/國田

ホ テ ル 　 　 　 　 　 ホ タ ル 全室Wi-Fi
完備

土日のみの方歓迎!土日のみの方歓迎!
★Wワーク★WワークOK! OK! 
★女性★女性活躍中!活躍中!

勤務日数勤務日数
応相談!応相談!

0123-40-20770123-40-2077 090-2511-4127

給　与▶�時給940円〜　※昇給有  
※22時以降/時給1,175円〜

勤　務▶�応相談 

共通
項目

千歳 パ ベッドメイク、フロント

〒066-0055 千歳市里美2丁目1-5
《問い合わせ》☎0123-49-7788 〈担当〉坂下

資　格▶�55歳まで ※キャリア形成のため 
給　与▶月220,000〜240,000円
時　間▶︎当社規定による

プロドライバー大募集
募
集10名写真付履歴書をご郵送ください。

書類選考後、ご連絡いたします。

千歳 正 バスドライバー ＼仕事探すなら／ 仕
事
を
し
て
い
る
者
の
背
中
だ
…

貫
禄
が
違
う
…

応募 ☎33-8225 ［担当］
採用係

(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

仕　事▶︎ オフィスビルの日常清掃 
（共用部、廊下や階段の手すりを拭く、トイレ清掃等）

資　格▶︎年齢・経験不問、未経験者歓迎、シニアも可
給　与▶︎時給1,000円
時　間▶︎8:00〜9:30
勤　務▶︎週4日程度　※土日祝休み
待　遇▶︎ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与
勤務先▶︎ 北広島輪厚中央/水土里ネット北海道 

※輪厚ICから車で5分位

未経験者未経験者
歓迎歓迎

オフィスビルのオフィスビルの

日常清掃日常清掃
★WワークOK・扶養内勤務可・土日祝はお休みです!!★WワークOK・扶養内勤務可・土日祝はお休みです!!

北広島 ア パ 清掃

◆正社員(店長候補)
資　格▶︎ 未経験者歓迎、高卒以上、要普通免許
給　与▶︎ 高卒、18歳の例/月180,700円〜　 

4大卒、22歳の例/月212,350円〜
休　日▶︎ シフト制 ※年間休日107日程度

恵庭市黄金南7丁目18-1ハードオフ恵庭店 オフハウス恵庭店
【受付/10〜18時】

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎39-3370 【受付/10〜18時】

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎39-3380

◆パート･アルバイト
資　格▶︎ 未経験者歓迎、高校生不可、土日勤務できる方歓迎
給　与▶︎ 時給895円〜  

※研修期間3ヶ月程度/時給890円
勤　務▶︎週3〜5日程度

リサイクルショップ スタッフ募集

大歓迎!!大歓迎!!

楽器・オーディオ・洋服・楽器・オーディオ・洋服・
アウトドア用品好きの方…アウトドア用品好きの方…

《共通項目》
仕　事▶︎ 販売・買取業務全般
時　間▶︎  9:15〜20:15の間で実働8h（シフト制） ※応相談 
待　遇▶︎ 各社保完備（勤務時間による）、昇給有（年1回）、 

交通費規定支給、車通勤可、パート･アルバイトは
社員登用制度有 、正社員のみ賞与有

未経験者未経験者
OK！OK！

恵庭 正 ア パ リサイクルショップ店内業務

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）

期　間▶︎即日〜長期
資　格▶︎未経験者歓迎、資格不問
待　遇▶︎ 交通費規定支給、車通勤可、 

無料P有、制服貸与、週払い可、 
各社保完備（勤務による）

全
体
共
通
項
目

★未経験者歓迎★未経験者歓迎
★資格不問！★資格不問！
★即日働ける♪★即日働ける♪

給　与▶︎ ①時給920円　 
②時給1,000円　 
※22時以降深夜割増有

時　間▶︎ ①9:00〜18:00　 
②19:00〜翌6:00

勤　務▶︎週2日〜
勤務先▶︎恵庭市内

◆食品製造 恵
庭
市

給　与▶︎ 時給1,100円
時　間▶︎ 4:30〜10:30

◆ホテルのレストラン調理補助

◆ホテルのベッドメイク兼清掃
給　与▶︎ 時給1,000円
時　間▶︎ 9:30〜12:30

《共通項目》
勤　務▶︎週5日 ※シフト制
勤務先▶︎千歳市千代田町

千
歳
市

製造製造
調理調理
補助補助

ベットメイキングベットメイキング

兼兼清掃清掃

千歳・恵庭 派 食品製造、調理補助、ベッドメイク兼清掃

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▶︎ 【2020年実績 ※変動有】《12/21》19:00〜翌7:30、《12/22》16:30〜翌4:00
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

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。

※時間等の詳細はお電話でお尋ねください。

ケーキのケーキの仕分け仕分け･･運搬運搬作業作業同時同時
募集募集 12/21火▶24金

時時
給給11,,100100円円 最大 33,,000000円円

皆勤特別手当 皆勤特別手当 
支給!!支給!!

恵庭市恵南1番地〒061-1411
㈱ロバパン 恵庭工場☎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。

恵庭市内送迎バスあります!

こちらからも
ご応募出来ます♪

12/30㈭に銀行口座へ振り込み予定!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!!

面接面接はは12/11（土）12/11（土）まで実施します！まで実施します！
短期短期アルバイトアルバイトXmas Xmas 

◆ケーキ製造全般

22〜翌5時は時給1,300円!!時給1,300円!!

時時
給給 円円11,,040040

2日間

超短期!

応募はお早めに!!

この2日だけで
稼げちゃう!!

12/21（火）
12/22（水）

2日間2日間
皆勤で皆勤で

皆勤特別
手当支給!! 33,,000000円円

ロバパン

恵庭 ア 製造

まだ間に合います！
迷っているあなた、

まずはお話しましょう！

最終募集最終募集

お仕事
ファイル

体力

きれい好き度

コミュニケーション能力

駅やオフィスなど施設内の清掃、ゴミ回収を行う職業。他にも病院では専用
器具の清掃や、ホテルではシーツやタオルを交換なども行います。

あったら
いいかも
資格

あったら
いいかも
スキル

黙
々
と
作
業
す
る
の
が
好
き
な
人
に

オ
ス
ス
メ

清掃員

なし

まずはお電話ください！
0120-116-377

苫小牧市旭町3丁目7-6グランドール旭町1F

労働者派遣事業 （派）01-301336
有料職業紹介事業 01-ユ-300541

㈱ホットスタッフ苫小牧

待　遇▶︎ 各社保完備、制服貸
与、退職金有、交通費
実費支給（上限有）、
週払いOK（規定有）

《共通項目》 

千歳・恵庭 派 トッピング、製造補助

期　間▶︎ 1〜3ヶ月
給　与▶︎時給1,150円〜
時　間▶︎ 8:30〜17:30、 

10:30〜19:00、11:30〜20:30
休　日▶︎ 土、日、年末年始

千歳 スイーツ工場での製造補助

★選べる時間帯

短期募集短期募集 お友達と一緒の応募も可!!お友達と一緒の応募も可!!

期　間▶︎ 1〜3ヶ月
給　与▶︎時給1,050円〜
時　間▶︎ 8:00〜17:00 ※残業有
勤　務▶︎ 週3日〜OK  

※シフト自由

恵庭 イチゴのトッピング

★自由シフト
★週3日勤務〜OK

時時
給給

時時
給給

11,,050050円〜円〜

11,,150150円〜円〜

ほかにもお仕事あり! 
Webで
見つけよう♬
登録のみも
大歓迎！

千歳駅から送迎OK 
※時間帯による

恵庭駅から送迎OK 

【水産】寿司製造

12/23 
　〜26

7:00〜12:00
（休憩30分）

時給 
1,100円 -

12/31
5:00〜13:00
（休憩1時間）

13:00〜17:00

さしみ製造 12/31 7:00〜12:00 時給 
1,100円 -

オードブル
盛り付け 12/31

6:30〜16:00 
（休憩1時間） 時給 

1,100円

-

6:30〜12:00 
（休憩30分） -

さかな屋の寿司 12/31

5:00〜13:00 
（休憩1時間） 時給 

1,100円
いずれか
の時間 
でも可7:00〜15:00

（休憩1時間）

【水産】寿司製造 12/31
5:00〜14:00
（休憩1時間） 時給 

1,100円〜
13:00〜

時給
1,200円13:00〜17:00

オードブル 
盛り付け 12/23 8:00〜12:00 時給 

1,100円
2名
募集

【デリカ】寿司製造 12/31 6:00〜15:00
（休憩1時間）

時給 
1,100円 -

オードブル製造 12/31 5:00〜8:00 時給 
1,100円 -

寿司製造 12/31 7:00〜14:00
（休憩30分）

時給 
1,000円 -

オードブル製造

12/24 7:00〜12:00

時給 
1,000円

-

12/31
7:00〜12:00 -

6:00〜10:00 -

時　間▶表参照　 給　与▶表参照 
待　遇▶ 制服貸与、マイカー通勤可 

（原付・バイク不可）

共通
項目

ご応募はご応募はお早めに〜お早めに〜年末臨時 
アルバイト

☎26-6660

千歳市日の出1丁目1-66
千歳店

応募

応募

☎23-7667

千歳市勇舞8丁目1-1
長都店

学生さん大歓迎!! Web応募
はコチラ

千歳・恵庭 ア パ 店内業務

［応募］ご希望の店舗に電話連絡の上、履歴書をお持ちください。（担当/店長）

恵庭店 恵庭市本町210

☎33-1122
応募

店 舗 仕 事 期 間 時 間 給 与 備 考

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32

島松店
恵庭市島松旭町1丁目1-1

☎39-7777
応募




