
2022年1月1日（土） ちゃんと17

未経験者

歓迎

千代田サービス販売㈱
〒063-0062　札幌市西区西町南1丁目2-1担当/ナリー☎011-667-8191

まずはお気軽にお問い合わせください。

仕　事▶ 自動車工場での取り付け作業
資　格▶ 未経験者歓迎、要普免
給　与▶ ［正社員］月給180,000～215,400円 

［パート］時給900円～
時　間▶ 8:45～17:45（時間帯は応相談）
休　日▶ 日曜・祝日、他、会社カレンダーによる 

★年間休日108日
待　遇▶ 残業手当、制服貸与、車通勤可、社保完備、昇給・

賞与有（昨年度実績/3ヶ月分)、交通費実費支給
（上限月4万円迄）

勤務先▶ 大手カーディーラー受渡センター内 
①恵庭市北柏木町3丁目73 
②苫小牧市新開町2丁目7-1 
③苫小牧市新明町3丁目3-3

人気の

日勤

経験者

優遇
女性も
活躍中!

日曜・祝日はお休みです♬

自動車工場内作業スタッフ
正社員・パート

大手カーディーラーに常駐します。安定した仕事量で、安心してオシゴトできます！
恵庭・その他 正 パ 自動車工場内作業

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899円 

（学生/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　

〒066-0063 
千歳市幸町6丁目14-9 リーガルオフィスビル2F

写真付履歴書をご郵送ください。
書類選考の上、ご連絡させていただきます。

【担当/佐藤】☎0123-23-0374お問合せ

司法書士 佐藤事務所

仕　事▶ 経理業務等、書類作成補助業務等
期　間▶ 2022年2月～1年間位（産休に伴う募集のため） 

※要相談
資　格▶ PC操作（Excel・Word）できる方、要普通免許
給　与▶時給1,000円
時　間▶ 8:30～17:30 ※要相談
休　日▶土日祝、年末年始等
待　遇▶車通勤可、雇用保険

千歳 パ 事務職
勤務時間 

ご相談ください

12/29～1/3はお休みです。

事務員募
集

国道36号線沿い、中央バス第3工場団地バス停前

千歳市上長都
1042

まずはお電話ください。面接日時をご案内致します。
面接には写真付履歴書をお持ちください。

受付/
9:30～16:00☎0123-22-1188

期　間▶1月中旬頃（相談可能）～長期
勤　務▶週5日
休　日▶ 土日祝、他　 

※祝日のある週は土曜勤務有 
※状況により、早出、残業、休日出勤有

待　遇▶ 各種社保完備、食事有（一部個人負担有）、 
交通費規定支給、車勤務可、作業服貸与 
（クリーニング代会社負担、作業服は毎日交換）

共
通
項
目

千歳 パ 製造オペレーター、機械メンテナンス、資材運搬

製造オペレーター

機械メンテナンス

資材運搬等

工場内作業
スタッフ募集!
高時給で
しっかり
稼げる!

未経験者
歓迎!

仕　事▶ スナック麺等の製造機械の清掃・切替・修理業務
時　間▶ 14:15～23:00　※実働8h
給　与▶ 時給1,025円　※深夜割増別途

機械メンテナンス

1名

仕　事▶ スナック麺の味付け液の製造作業・資材受入れ・清
掃、スナック麺をフライする機械の操作・油の温度
管理・清掃

時　間▶ 8:15～17:00 
※実働8h

給　与▶ 時給1,115円 

作業スタッフ・製造オペレーター

正社員
登用制度有 2名

仕　事▶ スナック麺等の製造に使用するスープ・カヤク等
の準備作業、資材・包装材の受入れ、在庫数量確認、
フォークリフトでの資材移動作業

資　格▶フォークリフト免許取得者優遇
時　間▶  8:15～17:00　※実働8h
給　与▶ 時給1,025円 

資材運搬等

1名

電話連絡の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。担当/田仲
☎0145-26-2800 【受付】平日 9:00～17:30 ※12/29～1/3迄お休み

料理好きな女性に人気のお店！
一緒に働きませんか？

千歳市美々 新千歳空港国内線2Ｆゲート内
Green Pockets（北海道興農社）

仕　事▶ サンドイッチや惣菜パンの調理、盛り付け、食材の仕込み等。 
家庭料理の調理ができればOK！他、レジ打ち、品出し、ソフト
クリーム販売など。商品数が少なくシンプルなので、簡単です！

資　格▶ 未経験者・経験者共に歓迎
給　与▶ 時給920円～ 

※20:30以降は時給1,200円 
※試用期間（最大3ヶ月）/時給890円

時　間▶ 7:30～21:30の間で実働7.5h、休憩1h 
①7:30～16:00 ②10:00～18:30 ③13:00～21:30

休　日▶  月8～10日以上 ★希望に応じます！
待　遇▶ 各種社保完備、交通費規定支給、車通勤可（駐車場代補助有）、 

館内社員割引有、制服貸与、昇給有、有給休暇
勤務先▶ Green Pockets（新千歳空港国内線ゲート内）

キッチン・販売

★月収例/151,800円+交通費 
（時給920円×1日7.5h×月22日＋交通費）

◆感染症対策… 検温、除菌、アルコール消毒、マスク、手袋着用、 
健康管理のチェック（勤務時に表に記入します。）

未経験者
大歓迎!

スタッフ募集‼

家庭料理が
出来ればOK!

千歳 ア パ 調理、販売

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。【担当】田仲

仕　事▶ 牛乳・ソフトクリーム等の販売、接客、品出し、レジ打ちなど
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇、土日働ける方
給　与▶ 時給900円～ ※試用期間/時給890円
時　間▶ 7:30～16:00、10:00～18:30、 

12:00～20:30 ※いずれも実働7.5h
休　日▶  月8～10日（シフト制） ※勤務日・時間帯応相談
待　遇▶ 各種社保完備、交通費規定支給（月上限25,000円）、車通勤可（駐

車場代補助有）、館内社員割引有、制服貸与、昇給有、有給休暇
勤務先▶ Milk Stand 北海道興農社（新千歳空港国内線ターミナル2F）

Milk Stand 北海道興農社（北海道興農社）
千歳市美々 新千歳空港国内線ターミナルビル 2F

【Milk Stand 北海道興農社】
牛乳、飲むヨーグルト、カフェラテ、ソフトクリーム、 
ミルク系のお菓子を販売するミルク専門店です。

◆感染症対策… 検温、除菌、アルコール消毒、マスク、手袋着用、健康管理  
のチェック（勤務時に表に記入します。）

☎0145-26-2800【受付】平日 9:00～17:30※12/29～1/3迄お休み

未経験者
歓迎！

販売スタッフ
新千歳空港内にあるミルク専門店♪ 
「フルタイムで働きたい！」

そんな女性に大人気のお店です★

千歳 ア パ 販売

笑
顔
が
あ
ふ
れ
る
♪

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

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！

Wワークや
夜勤のみも
OK

◆介護スタッフ
仕　事▶ 入居者様の生活のお手伝い ※残業ほぼなし
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 
④17:00～翌9:00（夜勤/月4～5回有） 
※①～④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）、車通勤可、交通費

（月25,000円迄）実費支給、夜勤手当1回5,000円、 
処遇改善手当年3回別途支給、正職員登用制度有

恵庭 ア パ 介護

仕　事▶ 電話・来客対応、備品管理等、 
事務所内及び寮の簡単な清掃

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給900円
時　間▶9:00～15:00
勤　務▶月～金
休　日▶土日祝、GW、お盆、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

車通勤可、無料P有、制服貸与

千歳市清流2丁目2番6号
八千代工業株式会社 千歳事業所

事務スタッフ募集

★12月29日～1月3日はお休みです。

未経験者 
  歓迎♪

千歳 パ 事務、清掃

まずはお気軽に
お電話ください。

☎0123-25-3605
090-5983-0697（赤澤）

早期募集2022年

未経験者歓迎！
即日勤務可‼

 シニア世代・ 
 主婦(夫)さん大歓迎！

面接時履歴書不要

ハ
ウ
ス
の
様
子

電
動
の
昇
降
台

通年
雇用

◆トマトハウス内作業/パート

★ ブランク歓迎、友人同士、お子様連れで面接OK！

仕　事▶ トマトハウス内にて、トマトが倒れないよう
にひもを巻き付ける作業です。電動の昇降台
を利用して、レーンを移動しながら行います。

時　間▶ ①8:00～16:30（休憩90分、実働7h） 
②9:00～16:30（休憩90分、実働6h） 
※①②どちらかで選択可

勤　務▶①週5日 ②週4日
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦(夫)歓迎、65歳以下

(定年雇用止めの為)、車通勤できる方（公
共交通機関が少ない為）

給　与▶ 時給890円～  
※勤続1年後、時給+能力給有

休　日▶ 土日、年末年始
待　遇▶ 雇用保険（時間による）、交通費規定支給、

有給休暇有、制服・安全靴貸与、 
車通勤可（無料駐車場完備）、 
屋内原則禁煙（屋外喫煙可）

トマトハウス内作業
パートさん募集

㈱エア・ウォーター農園 千歳農場
千歳市釜加79-1☎0123-49-2361

まずはお気軽にお電話ください。担当/谷口
【受付】
平日9～16時半 ※12/30～翌1/5までお休み

千歳 パ トマトハウス内作業

仕　事▶ 店内業務全般
時　間▶ 8:00～13:00、13:00～17:00
勤　務▶週1日～OK ※応相談
給　与▶ 時給900円～ ★昇給有
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、車通勤可、 

深夜割増有、社保・雇保完備、正社員登用有

㈱いのうえ
千歳市大和4丁目1-1セブンイレブン千歳大和店

応募 【担当/武田】 ☎22-2096

スタッフ募集中!!
★週1日～OK！ ★WワークOK！

扶養内 
  OK‼

千歳 ア パ 店内業務全般 

給　与▶ 時給1,000円～
時　間▶ 9:00～17:00
期　間▶即日～長期
休　日▶ 水曜、日曜

給　与▶ 時給1,100円～
時　間▶ 6:00～15:00 

（休憩1h）
期　間▶ 即日～3月末 

（延長の可能性有）
休　日▶ 週3～5日（応相談） 

※シフト制

★ご自宅から職場までの送迎有★新着求人！

お弁当や食事の盛り付け
･野菜のカット

生ハム・ソーセージ
製品の製造

時給1,000円～時給1,100円～

恵
庭

安
平

千
歳

24時間受付OK！ お気軽にお電話ください。 0120-172-642

給　与▶ 時給1,050円～
時　間▶ ①8:30～17:30 

②15:00～翌0:00 
③10:30～19:30 
④11:30～20:30

期　間▶即日～翌2月下旬
休　日▶土日（工場カレンダーによる）

洋菓子の製造

時給1,050円～
即日～長期即日～長期 即日～翌2月下旬

★①は送迎有

千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F
当社は「社団法人 日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号 派01-300587㈱アスクゲートノース

WEB面接も可能です。
まずはお気軽にお問合せください。

今年もアスクゲートグループを何卒、よろしくお願いいたします。

オススメ求人! 1/11（火）出張！お仕事相談会・派遣登録会
恵庭市民会館 市民相談室10～15時

千歳・恵庭・他 派 盛り付け･野菜のカット、製造

給　与▶ 時給900円～（月額81,000円程度）
時　間▶ 8:00～12:30（実働4.5h）
休　日▶ 土日祝、夏季、年末年始
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）/清掃

給　与▶ 時給900円～（月額95,000円程度）
時　間▶ 8:00～13:00（実働5h）
休　日▶ 土日祝、年末年始
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）/清掃

仕　事▶プラスチック箱の拭取り
給　与▶ 時給900円～（月額76,000円程度）
時　間▶ ①9:00～16:00(実働6h) 

②9:00～12:00(実働3h) 
③13:00～16:00(実働3h)　 
※①～③のシフト制

休　日▶ 土日祝、夏季、年末年始
待　遇▶ 雇保、交通費規定支給、制服貸与

◆デンソー北海道（千歳市泉沢）/清掃

◆千歳科学技術大学（千歳市美々）/清掃
給　与▶ 時給900円～（月額63,000円程度）
時　間▶ 8:00～11:30（実働3.5h）
休　日▶ 土日祝、夏季、 

年末年始（学校カレンダーによる）
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与

■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

〒066-0019　千歳市流通1丁目4-7

給　与▶ 時給900円～(月額47,000円程度)
時　間▶ 17:30～20:00（実働2.5h）
休　日▶ 土日祝、年末年始
待　遇▶交通費規定支給、制服貸与

◆恵庭市役所（恵庭市京町）/清掃

Wワーク
OK!!

☎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。清掃
電話連絡の上、写真付き履歴書を郵送ください。事務

仕　事▶電話・来客応対、PC入力、他事務全般
給　与▶月額162,000円～
時　間▶8:30～17:30
休　日▶土日（月1回程度土曜出勤有）
待　遇▶ 賞与年3回、燃料手当年2回、 

家族手当（10,000円/人）、社保、雇保、 
退職金有、交通費規定支給、制服貸与

本社事務スタッフ
千歳・恵庭 正 事務パ 清掃

1/4 からの受付になります。

正社員


