
2022年1月21日（金） ちゃんと11

時　間▶�①8:00〜13：00　②13：00〜17：00�
③17：00〜21：00　④24：00〜8：00

給　与▶�①〜③/時給900円�
④/時給1,125円

勤　務▶�週1日〜�※応相談
待　遇▶��制服貸与、車通勤可、深夜割増有、�

社保・雇保完備、正社員登用の途有、�
福利厚生制度有（飲食店・カラオケ店等の特別割引優遇）
まずはお気軽にお電話ください。

担当/井上応募 ☎26-2096

久しぶりの募集です‼︎久しぶりの募集です‼︎

週末のみOK

WワークOK

セブンイレブン千歳北栄店
㈱いのうえ 千歳市北栄2丁目24-5

1日3h〜OK週1日〜OK

千歳 ア パ 店内業務全般

バイトデビュー、ブランクある方も大歓迎！

〒066-0077�千歳市上長都961-1

担当/中島☎0123-40-2929

★準社員候補も同時募集（社員登用有）
お気軽にお問い合わせください。

ホール・キッチンホール・キッチン
スタッフスタッフ 募募 集集

千歳 ア パ ホール、キッチンスタッフ

給　与▶�時給890円〜�
※昇給制度有

勤　務▶�週1〜5日位�※応相談
待　遇▶�交通費規定支給､制服貸与､雇用保険
応　募▶�お気軽にお問い合わせください。�

面接時は履歴書不要です。

共
通
項
目

時　間▶�①10:00〜14:30　②17:00〜22:00�
③18:00〜22:00　※フルタイムの勤務も可

◆キッチンスタッフ
（簡単な調理補助、食器洗浄等）

時　間▶�①17:00〜22:00�
②18:00〜22:00�
③19:00〜22:00��
※応相談

◆ホール業務
（案内･食器の片付け等）

学生学生からからシニアシニアまでまで
幅広く活躍中 !幅広く活躍中 !

WワークWワークも も 
　OK♪　OK♪仕　事▶�仮設材、建築資材の運搬

資　格▶�未経験者可、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資格をを
活かして働こう！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

未経験でも可!!未経験でも可!!

★�扶養内勤務もOK‼
★フリーターも歓迎‼
★�ランチのみ、ディナーのみ等、シフトは応相談！
給　与▶��時給900円〜�※高校生/時給889円〜�

※試用期間1〜3ヶ月有/時給889円
時　間▶�10:30〜20:30の間でシフト制�

例）11:00〜14:00、17:00〜20:00等
勤　務▶週1日〜OK
待　遇▶�交通費規定支給、昇給有、制服貸与、正社員登用制度有

☎46-2221応募

かまど円山�新千歳空港店
千歳市美々新千歳空港ターミナルビル3F

担当/さいとう

ホール・キッチンホール・キッチン
スタッフ募集スタッフ募集

千歳 ア ホール、キッチン

千歳

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

4040名募集名募集!!!!残残
りり

期　間▶3月中旬〜11月末頃
時　間▶ ①8:00〜16:30（休憩90分、実働7h）�

②9:00〜16:30（休憩90分、実働6h）�
③9:00〜15:00（休憩75分、実働4.75h）�
※①〜③選択可

勤　務▶①週5日�②③週3日〜OK
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
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）

面接時
履歴書
不要!

シニア世代・
主婦(夫)さん
大歓迎!

【受付】
平日9〜16時半

ア 収穫・選別・パック詰め

パートも同時募集！　即日から勤務可能
時給890円～ ※勤続1年後、時給+能力給有

アルバイト

トマトトマトのの収穫・選別・パック詰め収穫・選別・パック詰め
スタッフ募集

� 友人同士、
お子様連れで
面接OK!

まずはお気軽にお電話ください。担当/谷口

未経験者
歓迎!

ブランク
歓迎

札幌市北区北7条西1丁目2-6■ビルメンテナンス業

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
千歳にて面接を実施します。 担当/熊谷

☎011-707-5228
協和総合管理㈱ 札幌支社

給　与▶�①時給950円〜　②時給889円〜
時　間▶�①8:30〜16:15（実働7h　休憩45分）�

②10:00〜15:00（実働4.5h　休憩30分）�
※多少の残業の場合有

休　日▶�①週休2日制　※シフト制
勤　務▶�②週3日〜OK�

※�フルで働きたい方（週30h以上）社保加入可、�
要相談

待　遇▶�交通費規定支給、社保完備、制服貸与、有給休暇
勤務先▶千歳市幸町5丁目6-1

ホテルの ❶清掃責任者 ❷客室清掃者

車通勤OK

未経験者OK

千歳 パ 清掃責任者、客室清掃者

給　与▶時給898円〜　　時　間▶15:00〜18:00
勤　務▶月〜土の中から週3日程度�
休　日▶日、祝日、他
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給

パ
ー
ト

給　与▶��月給157,000円〜
時　間▶8:00〜17:00（実働8h）
休　日▶土、日、祝日
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

正
社
員

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 090-9753-1491090-9753-1491

勤務先▶北海道文教大学（恵庭市黄金中央5丁目）

勤務先▶北海道文教大学付属幼稚園（恵庭市漁町396）

清掃スタッフ募集中!

☎0123-24-☎0123-24-37713771平日

恵庭 正 パ 清掃

電動の
昇降台

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）

通年雇用 即日勤務可 !!

㈱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

トマトハウス内作業トマトハウス内作業

★�未経験者歓迎！

パート 募集さ
ん

★�シニア世代・�
主婦(夫)さん大歓迎！

★�ブランク歓迎、友人同士、お子様連れで面接OK！
★面接時履歴書不要！

ハウスの
様子

千歳 パ トマトハウス内作業

恵庭市恵み野里美1丁目1-21
ポラリス恵み野駅前205号（恵み野駅より徒歩1分）

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

有限会社プラス 恵庭営業所
☎0123-29-6755（恵庭営業所）

★�★�警備会社に入社する際必要な警備会社に入社する際必要な法定法定
書類の費用も全額負担書類の費用も全額負担します！します！

●本社/札幌市北区北11条西2丁目（地下鉄北12条駅より徒歩2分）�☎011-747-8116�●江別事業所/江別市大麻新町22-2新町ハイツ407�

日給日給10,00010,000円〜円〜
未経験でも

日給日給10,50010,500円〜円〜
有資格者なら

千歳・恵庭・他 契 ア 交通誘導員

時　間▶�8:00〜17:00、20:00〜翌5:00�
※日勤夜勤のみも可　希望考慮

給　与▶�月172,000円〜+諸手当�
※月20日勤務未満でも給与保証

待　遇▶�日・週払い（規定有）、交通費全額支給、�
残業手当・深夜手当・車両手当・職務手当・業務手当、
正社員登用後住宅・扶養手当有、�
寮完備（家具・家電付き１人部屋）、�
社員登用制度有、法定研修20h/17,780円、�
制服備品支給有（防寒・暑さ対策)

◆ 一般交通誘導員/契約社員

給　与▶�未経験者/日給9,500円�
有資格者/日給10,000円�
※試用期間5〜10日有�
未経験者/日給9,000円�
有資格者/日給9,500円�
※22〜翌5時以降深夜割増有�
※短時間保証有�
　（4h未満勤務/日給の60%　4h以上勤務/全額支給)�
※支払方法に応じて当社規定有

◆ 一般交通誘導員/アルバイト

時　間▶�8:00〜17:00、20:00〜翌5:00�
※日勤夜勤のみも可、希望考慮

待　遇▶�日・週払い（規定有）、交通費全額支給、�
深夜手当・車両手当、資格手当、�
法定研修20h/17,780円、�
制服備品支給有（防寒・暑さ対策)

【アルバイト共通項目】

即日〜2月中旬or3月中旬即日〜2月中旬or3月中旬
除排雪に伴う除排雪に伴う
短期交通誘導員短期交通誘導員

給　与▶�未経験者/日給10,000円�
有資格者/日給10,500円�
�※22〜翌5時以降深夜割増有

◆ 除排雪に伴う交通誘導員/アルバイト

短期短期

5名5名募集!!募集!!

詳しい応募方法・申込書類等はHPより確認できます。

検索千歳市社会福祉協議会

☎27-2525 総務課�総務係【お問合せ】

事務員 事務員 
（事務補助）（事務補助）

生活支援 生活支援 
コーディネーターコーディネーター

〒066-0042�千歳市東雲町1丁目11
千歳市社会福祉協議会
社会福祉法人

仕　事▶�高齢者が地域で生きがいを持ち、自分らしい生活を送
ることができるよう、必要なサービス提供体制の調整
を行う業務。

資　格▶�要普通免許(AT限定可）、基本的なパソコン操作
（Excel、Word）が可能な方�
※福祉に関するコーディネート業務等の経験があれば尚可

給　与▶�月給150,700円　※別途通勤手当有（規定による）�
※�雇用6ヶ月後から6月と12月に報酬加算有（1ヶ月分）

時　間▶�8：45〜17:15の間で実働3〜7.75h�
（業務の都合により繰り上げ・繰り下げ有）

勤　務▶�1ヶ月あたり原則月21日（勤務表に基づく、時間外勤務有）
勤務先▶�千歳市社会福祉協議会（千歳市東雲町1丁目11）

◆ 生活支援コーディネーター

仕　事▶�千歳市介護予防センターの運営に係る事務補助業務
資　格▶�要普免（AT限定可）、�

基本的なパソコン操作（Word・Excel）が可能な方
給　与▶�日給6,900円�

※別途通勤手当有（規定による）
時　間▶�8:45〜17:15
勤　務▶�月〜金�

（週休2日制、勤務表に基づく）
勤務先▶�千歳市しあわせサポートセンター�

（千歳市東雲町1丁目11）

◆ 事務補助

募集します。募集します。
令和令和44年年44月月11日から日から
令和令和55年年33月月3131日まで日まで

期期
間間

期　間▶�令和4年4月1日〜令和5年3月31日まで。�
※勤務状況良好の場合は更新可能

休　日▶�原則土・日・祝日、年末年始　※業務により出勤の場合有
待　遇▶雇用保険、健康保険、厚生年金保険
応　募▶�◆生活支援コーディネーター�

　第一次試験/書類審査、�
　第二次試験/2月15日（火）9:00から�
　【受付締切】2月9日（水）必着�
◆事務員は随時受付�
郵送の場合…�「職員採用申込書在中」と�

朱書きし、簡易書留郵便にて郵送
　　　　持参の場合…�平日8:45〜17:15の間に持参
　　　　※申込書類は返却いたしません。

共
通
項
目

千歳 他 事務員嘱 生活支援コーディネーター

恵庭市戸磯616番地2

◆食品製造作業（フルタイムパート）
時　間▶�8:00〜17:00�

※年末は早出・残業有
勤　務▶週5日
休　日▶�原則日曜、他週1日
給　与▶時給920円
資　格▶�18歳以上、未経験者歓迎、�

長期勤務できる方
待　遇▶�健康保険・厚生年金、雇用保険、制服貸

与、恵庭市内送迎バス有（他地域交通費
規定支給�※上限月1万円）、食事補助制
度有

食品製造スタッフ食品製造スタッフ

主婦（夫）さん歓迎!!

長期安定です！

とんでん㈱ 恵庭工場担当/大西☎34-6061
�電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
詳細は面談にて。お気軽にお電話ください。

恵庭 パ 食品製造作業、事務作業補助

募集!!募集!!増員増員
工場勤務が初めてでも

大丈夫!!送迎バスあり♪
恵庭市内

未経験者 未経験者 
歓迎歓迎

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》�
★��電話だけの簡単登録★��電話だけの簡単登録もOK！もOK！

★3日払い・週払い★3日払い・週払いOKOK（規定有）（規定有）

★★即シフト入り、即勤務即シフト入り、即勤務OKOK

★★現地での面接現地での面接もOK!!もOK!!

オススメ6案件
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・恵庭 派 トッピング、ピッキング、組み立て、調理補助、加工補助、洗車

千
歳

期　間▶即日〜2月中旬頃
給　与▶時給1,150円〜
時　間▶�①15:00〜24:00�②8:30〜17:30
休　日▶�土、日　※企業カレンダー有

①チーズケーキのトッピング
②焼き菓子の計量 
②★2/14までの短期②★2/14までの短期

1,150円〜1,150円〜
時給時給

恵
庭

給　与▶時給1,100円〜
時　間▶8:30〜17:30
休　日▶�土、日、祝　※繁忙期土曜出勤有

スチール製品のカンタン 
加工補助
★日勤のみ ★日勤のみ 
★男性活躍中★男性活躍中

1,100円〜1,100円〜
時給時給

恵
庭

給　与▶時給1,100円〜
時　間▶8:00〜17:00
休　日▶�シフト制

牛乳や乳製品のピッキング
★日勤のみ ★日勤のみ 
★男女活躍中★男女活躍中1,100円〜1,100円〜

時給時給 公共交通で通える公共交通で通える

千
歳

給　与▶時給1,070円〜
時　間▶7:30〜22:00
休　日▶週休2日　※シフト制

レンタカーの洗車
★男女共に活躍中 ★男女共に活躍中 
★簡単もくもく作業★簡単もくもく作業1,070円〜1,070円〜

時給時給

恵
庭

給　与▶時給1,000円〜
時　間▶�8:20〜17:20
休　日▶�土、日

サッシのカンタン組立
★土日休み ★土日休み 
★もくもく作業★もくもく作業1,000円〜1,000円〜

時給時給 大型連休有大型連休有

千
歳

給　与▶時給1,100円〜
時　間▶4:30〜10:00
勤　務▶週4日〜

ホテルの調理補助
★未経験者歓迎 ★未経験者歓迎 
★扶養内OK★扶養内OK

1,100円〜1,100円〜
時給時給 駅チカ駅チカ
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