
2021年12月10日（金）ちゃんと 8

給　与▶時給890円
待　遇▶交通費規定支給、車通勤不可

新千歳空港
共通項目

■総合施設管理

千歳市美々新千歳空港内 ターミナル アネックスビル2F
千歳支店

受付/9〜17時
※日・祝を除く

日興美装工業㈱

まずはお電話の上、面接の際に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-1171☎0123-22-1171

時　間▶ 7:00～11:00（実働4h）
勤　務▶月24日程度　※週5～6日完全シフト制

◆アネックスビル（新千歳空港施設内）

仕　事▶院内の清掃　　　
給　与▶時給890円
時　間▶ 6:00～10:00（4h） ※月～金曜
勤　務▶ 週2日～（シフト制） ※応相談

◆千歳市北光2丁目

清掃清掃スタッフスタッフ  
募集!募集!

時　間▶ ①8:30～17:30（実働7h） 
 ②9:30～14:30（実働4.5h）

勤　務▶ ①月15日程度 
②月21日程度　※週4～5日完全シフト制

◆客室清掃（新千歳空港施設内）

未経験者
歓迎!!

千歳 ア パ 清掃

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

安心・安定企業で長くお勤めいただけます。
簡単作業! 連休有!未経験者歓迎!

女性女性もも多数多数
活躍中！活躍中！

恵庭 契 洗浄ライン作業

〒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4勤1休！！
完全
歩合制

月200,000円~
月250,000円~

日勤
夜勤

さわやか無線センター

しっかり稼げる!しっかり稼げる!

【HP】https://www.marukoendh.com/
千歳市美々 新千歳空港ターミナルビル内

担当/越智☎0123-46-5843

給　与▶ 正/月給20万円�
　�※試用期間有/同条件�
　�（固定残業代4万円含む） 
パ/時給1,050円～��
　�※試用期間有/時給950円�
　�★経験により優遇します。

時　間▶ 7:30～20:00 ※実働8h 
（ 現在は時短営業中のため、 

8:00～18:00）
休　日▶ 月7～8日
待　遇▶ 各社保完備（勤務による）、交通費規定支給、 

制服貸与、パートは正社員登用制度有

港町市場 新千歳空港店

店頭販売スタッフ募集

� 電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

急募!急募!

★幹部候補も同時募集
【給与】月給25万円～(経験年数による)�※試用期間有

初心者初心者
歓迎歓迎

千歳 正 パ 店頭販売

【同時募集】
夜勤専門ケアスタッフ

★1回20,120円可能!
勤務/月7〜9回

グループホーム向陽台 千歳市白樺
2丁目1-1

☎0123-28-5888�担当/水谷

電話連絡を頂いた後、面接日を決定します。
面接時に写真付履歴書・資格証をお持ちください。

◆ケアスタッフ（フルタイム）
仕　事▶認知症高齢者の日常生活支援・介護
給　与▶ 日給6,960円（更新時昇給有）�

＋夜勤手当5,000円/回＋資格手当�
＋処遇改善手当（600円/日）�
※試用期間3ヶ月間は処遇改善手当支給なし

時　間▶ 早番/7:30～16:00（休憩1h、実働7.5h） 
日勤/9:00～17:30（休憩1h、実働7.5h） 
遅番/10:30～19:00（休憩1h、実働7.5h） 
夜勤・明/17:00～翌9:30（休憩1.5h、実働15h） 
※シフト制

勤　務▶ 4週8休（月21～22日）
資　格▶ 普通自動車運転免許
待　遇▶ 労災適用、各社保完備（勤務時間による）、 

交通費規定支給（2km以上/上限12,000円）、 
車通勤可（無料駐車場有）

資格取得支援制度有!!

歓迎です！歓迎です！
2名
募集

千歳 契 ケアスタッフ

資格 経験 がなくても
経験者も
大歓迎!

工場内作業スタッフ

千歳市上長都1061-2 ㈱IHIアグリテック内
三好梱包商事㈲ 千歳事業所

お電話の上、面接時に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-4368

◆農業機械の梱包・組立作業等

勤務先▶ ㈱IHIアグリテック構内（千歳市第３工業団地）
資　格▶ 39歳以下（省令3号のイにより制限）
給　与▶ 月給200,000～220,000円
時　間▶ 8:00～17:00（実働8h）
休　日▶ 土・日曜・祝日 

（年間所定休日121日）
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、 

有給休暇有、作業服・安全靴貸与

★親切指導で未経験者でも安心！

正社員 月給20～
　　22万円

千歳 正 工場内作業スタッフ

パート女性6名が働いている職場です。

急募

千歳市上長都1061-2 ㈱IHIアグリテック内
三好梱包商事㈲ 千歳事業所

お電話の上、面接時に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-4368

◆部品袋詰め作業等（農業機械部品）
勤務先▶ ㈱IHIアグリテック構内（千歳市第３工業団地）
仕　事▶ ビニール袋個装、ダンボール箱詰、梱包、 

棚入れ、出荷業務、伝票セット業務等
給　与▶ 時給900円
時　間▶ 8:00～17:00（実働8h）  

※12:00～1hのお昼休憩有 
※ 小休憩有 
（10:00～10:10、15:00～15:10）

休　日▶毎週 土日、祝日、年末年始（12/29～翌1/4）
期　間▶ 即日～  

※3ヶ月更新（長期継続予定）
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇制度、交通費規定支給、 

制服貸与、車通勤可(駐車場完備)

し
っ
か
り
フ
ォ
ロ
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し
て
い
き
ま
す
の
で
、

女性歓迎

フルタイム（8h）
勤務できる方

安
心
し
て
働
け
ま
す
!

千歳 パ 部品庫内棚入れ、出荷業務

〒053-0055
苫小牧市新明町4丁目1-5ノーストランス㈱苫小牧営業所

仕　事▶ 構内の除雪作業等  
※通年雇用も応相談

期　間▶ 12月中旬～翌3月頃  
※雪の状況による

資　格▶大型特殊及び作業免許
時　間▶降雪状況による
休　日▶ シフト制
給　与▶ 日給10,000円
待　遇▶ 交通費規定支給

まずはお気軽にお電話ください。
受付/9～18時
担当/水野☎080-6061-8482

通年雇用も
応相談

除雪ショベルローダー除雪ショベルローダー

千歳市泉沢1007 TAA構内千歳市泉沢1007 TAA構内
トヨタオークション会場構トヨタオークション会場構内内

勤務先

千歳 ア パ 除雪オペレーター

オペレーターオペレーター募募
集集

高校生高校生
OK!!OK!!

未経験者未経験者
歓迎歓迎

1515名名
募集!!募集!!12月12月2929日～ 翌1月日～ 翌1月44日日

募集‼︎募集‼︎短期短期 アルバイトアルバイト

時給時給11,,200200円!!円!!

千歳支店千歳支店 〒066-0077 千歳市上長都1050番地1

履歴書（写真付）に、送迎バス・車利用の有無を記入の上、郵送又
はご持参ください。採否は文書郵送にてお知らせいたします。

☎0123-24-2126
【受付/9～17時 担当/北橋】

千歳

仕　事▶ ホテル客室用品（シーツ、タオルなど）の分類 
及び仕上げ、包装作業など

資　格▶ 高校生以上、未経験者歓迎、かけもち勤務OK
期　間▶ 12月29日～翌1月4日 

※12月31日～翌1月2日出勤出来る方
時　間▶ 9:00～17:00（休憩70分）
給　与▶ 時給1,200円
待　遇▶ 送迎バス有、車通勤可

ア 工場軽作業

★以前当社で働いた方は電話してください!!

仕　事▶ フォークリフトで缶等の 
資材受入や、製造ライン補助作業

資　格▶フォークリフト免許
時　間▶ 7:30～16:30、7:50～16:50 

※業務状況による
休　日▶ 土日（会社カレンダー） 

※平日休みの場合も有 
※月20日程度の稼働

給　与▶時給1,200円
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可（駐車場完備）
勤務先▶恵庭市戸磯

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

仕　事▶ 物流設備の点検・修繕工作
資　格▶経験不問
時　間▶ 9:00～18:00（週40h相当）  

※シフト制（勤務時間変動有）
休　日▶ 週休2日 ※シフト制
給　与▶ 月給19～40万円（経験等による）
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可（駐車場完備）
勤務先▶江別市 ※直接雇用（職業紹介）

JRサッポロビール庭園駅より徒歩10分長期安定

【派遣】フォークリフト作業員 新着
求人

【派遣】プリント配線基盤製造･検査

【契約】物流設備の点検･修繕工作

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）

0120-095-0120-095-350350
まずはお気軽にお電話ください。 登録だけでもOK!

当社HPお問合せフォームからも応募できます。

https://speed-hokkaido.jp/

正社員正社員
登用登用
制度有制度有

急募!!急募!!

恵庭・その他 契 点検・修繕工作派 フォークリフト作業、製造・検査

★�他の配布地域もございます。詳しくはお電話でご相談ください！

仕　事▶ 生活情報紙「ちゃんと」の折込・配布
資　格▶ 年齢不問（健康な方） ★短期もOK
給　与▶ 1部配布7.5円～（ページ数により変動あり）�

＋チラシ折込手当＋増ページ手当+皆勤賞
勤　務▶ 毎週木・金曜（週1～2日）
時　間▶ 木曜/5:00～19:00　 

金曜/5:00～18:00 
の間で実働1～3h位（配布場所による）

配布員配布員 募集募集
長都駅前4丁目
稲穂2・4丁目
清流5丁目
豊里2丁目
寿1丁目

信濃2・3・4丁目
栄町1･4･6丁目
桂木1・3丁目
真々地1丁目
白樺3丁目
里美4・5丁目

島松仲町1・3丁目
島松寿町1丁目
恵み野東5丁目
恵み野南2丁目
恵み野西6丁目
黄金南1・2・4丁目
黄金北3・4丁目
北柏木町1丁目
緑町1・2丁目
桜町1・3丁目
白樺町2丁目

千
歳
市

恵
庭
市

時　間▶ 月・火・水曜日/9:00～17:00の間 
（作業内容によって変動有、応相談）

　　　　木・金曜日/1地域、2h程度～
給　与▶ 時給900円　　
勤　務▶ 週4～5日 ※応相談
資　格▶ 年齢不問、車通勤できる方
待　遇▶ 交通費規定支給 ※委細面談にて 

仕分け仕分け・・梱包梱包・・配布配布スタッフスタッフ

ああ
りり
‼︎‼︎皆勤賞皆勤賞

1ヶ月休まず
がんばろう！

年齢不問 短期OK

自分の
ペースで
仕事が
出来るよ！

千歳・恵庭 委 ポスティングスタッフパ 業務スタッフ

木

金
300軒程度で、配布地域はその都度変わります。
※詳細は面接の際にご説明いたします！

　　　　  の配布

水 チラシの折込、梱包

火

月 折込チラシの仕分けや
チラシの荷受け

一
週
間
の
主
な
流
れ

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


