
2022 年 3 月 18 日（金）ちゃんと 14

☎0123-29-3100
まずはお気軽にお電話ください。

〒066-0051　千歳市泉沢1007-109
【佐藤水産鮨株式会社】 担当/こたか

仕　事▶ 製造スタッフの送迎（ハイエース使用） 
※泉沢工場⇔千歳市内

資　格▶要普通免許
給　与▶ 月収5～20万円 ※希望収入ご相談ください。
時　間▶ 応相談 

※例）7:00〜9:00、16:00〜18:00など
勤　務▶週3日〜（応相談） ※WワークOK

送迎送迎
スタッフスタッフ募集

弁当製造スタッフも弁当製造スタッフも
同時募集同時募集  時給900円〜時給900円〜

千歳 パ 送迎

岩内郡岩内町字大浜476-18 

担当/採用係

まずはお電話ください。面接は千歳で行います。

☎0135-67-7477

仕　事▶ 飲料水の検査に伴う作業などを行います。
資　格▶ 学歴・経験・資格不問、18歳以上
時　間▶ 8:30〜17:00の中で勤務 

※時間応相談
勤　務▶ 月16日程度（年間平均）
休　日▶ 土日祝、他平日1日
給　与▶ 時給889円
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、残業手当
勤務先▶千歳市北信濃864-1

㈱アイ・コネクション

工場内作業
スタッフ
欠員募集!!
勤務時間・日数  相談に応じます!!

千歳 ア 工場内作業

【千歳市美々】荷物の仕分け
期　間▶ 即日〜長期
資　格▶ 土日勤務できる方歓迎、 

自力通勤できる方
給　与▶ 時給1,000円  

※22時以降/時給1,250円
時　間▶ 20:00〜24:00（実働4h程度）
勤　務▶週2日〜 ★WワークOK
待　遇▶ 労災保険、週払い可、車通勤可、 

無料駐車場完備、服装自由

WワークOK!WワークOK!
1,0001,000円円

★服装自由! ★週2日〜OK!!

時
給

有限会社 ロジスパワー

まずはお電話ください。
写真付履歴書を持って面接にお越しください。

☎26-3570☎26-3570
080-5729-7602080-5729-7602（土日祝/千葉）

【受付/月〜金 9時〜18時】

千歳市東雲町
1丁目9-6

千歳 ア 荷物の仕分け

仕　事▶ 種蒔きの補助作業です。
期　間▶4日1日〜10月下旬まで
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶時給950円
時　間▶   ①8:00〜15:00（実働6h） 

②8:00〜17:00（実働8h） 
※応相談

勤　務▶週4〜5日 ※日数･曜日は応相談
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、昇給有、 

車通勤可能な方
勤務先▶ 恵庭市下島松221番地 

（本田記念病院付近）

〒061-1364 恵庭市下島松221番地 
やまかわファーム

まずはお気軽にお電話ください。

090-8370-7442 担当/山川
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★30〜70歳前後30〜70歳前後のの
男女男女が活躍中です!が活躍中です!

仕事場の近くには綺麗な仕事場の近くには綺麗な
休憩所もあります♪休憩所もあります♪

恵庭 期 パ 種蒔き補助

残り若干名の 残り若干名の 
募集です募集です 仕　事▶ 新千歳空港内の巡回、他業務

資　格▶ 普通(中型)免許、車通勤できる方
給　与▶ 月給160,000円～ ※深夜割増含む 

※資格手当有/10,000円迄 
※入社後、資格取得制度有

時　間▶ 日勤/7:30〜16:30 
夜勤/16:30〜翌7:30   

（シフト交替制）
休　日▶ 月7〜9日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

制服貸与、正社員登用制度有

新千歳空港で働きませんか?

空港施設空港施設
警備員警備員 募

集

北海道東急ビルマネジメント㈱
千歳・苫小牧営業所

〒066-0027 千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F

担当/
スズキ☎0123-22-1090

問合せだけでもOK、まずはお電話ください。

正社員 正社員 
登用有登用有

千歳 契 空港施設警備員 千歳 パ 清掃

千歳 正 ア 製造・出荷

（株）道央養鶏 肥料センター 千歳市駒里 
2451-22 担当/石金☎0123-24-2810

まずはお気軽にお電話ください。 写真付き履歴書を郵送ください。

仕　事▶ 発酵鶏糞肥料の 
製造、出荷及び電気設備機械のメンテナンス

資　格▶ 未経験者歓迎、車通勤可能な方、 
電気設備の保全業務経験者歓迎

給　与▶ 月給180,000～240,000円 
※試用期間/日給9,000～10,000円

時　間▶ 8:00〜17:00
休　日▶ 土日、他、会社指定日
待　遇▶ 各社保完備、車通勤可 

交通費規定支給 
（月10,000円※試用期間1日/300円）

フォークリフト運転資格は 
入社後取得可能 

（取得費用補助有）

勤務開始日
応相談急募!

期　間▶即日〜5月末頃まで
仕　事▶発酵鶏糞肥料の出荷作業及び製造補助
資　格▶ フォークリフト運転資格保持者歓迎、 

未経験者歓迎
給　与▶ 未経験者/日給9,000円 

フォークリフト運転資格保持者/日給9,500円
時　間▶8:00〜17:00
休　日▶ 土、日
待　遇▶ 交通費規定支給（1日/300円）、 

車通勤可

◆ 正社員◆ 2ヶ月間の短期アルバイト

仕　事▶ 厩舎、馬房、パドックの清掃 
※馬には一切触りません。

資　格▶マイカー通勤可能な方
時　間▶ 7:00〜10:00（実働3h）
給　与▶ 日給3,200円 ★賞与有
休　日▶ 週1日〜 ※日数応相談　
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、慶弔特別休暇、 

社員割引制度有、他福利厚生充実

厩舎清掃スタッフ厩舎清掃スタッフ（通年アルバイト）（通年アルバイト）

即日採用！ すぐ働けます！即日採用！ すぐ働けます！

WワークOK!WワークOK!

勤務・休日勤務・休日応相談!!応相談!!

●まずはお電話ください。

●メール応募も受付中！ 24時間OKです。

ノーザンホースパーク

☎0144-58-2813☎0144-58-2813 担当/田中

〒059-1361 苫小牧市美沢114番地7
https://www.northern-horsepark.jp/

【受付/9時〜16時】

keiri3@northern-horsepark.co.jpkeiri3@northern-horsepark.co.jp

長期勤務 長期勤務 
できる方歓迎！できる方歓迎！

苫小牧 ア 厩舎清掃スタッフ

恵庭

担当/高橋☎0155-29-2151

正 調理師ア パ 調理補助、食器洗浄

080-6416-0926

南恵庭
駐屯地 調理業務

【正社員】調理師 ★その他委細面談
仕　事▶駐屯地内の食堂での厨房業務全般
給　与▶月180,000～250,000円
時　間▶ 4:00〜18:30の間で実働8h 

例/ ①4:00〜13:00 ②9:00〜18:00 
③13:00〜18:00

休　日▶ 週休2日程度 ※シフト制

【パート・アルバイト】
調理補助・食器洗浄 ★その他委細面談
仕　事▶駐屯地内の食堂での調理補助、食器洗浄等
給　与▶時給900円～ 
時　間▶9:00〜18:00の間で実働6〜7h
勤　務▶週2〜5日 ※シフト制

【共通項目】
〒080-0802 帯広市東2条南20丁目4-2履歴書を右記に 

ご郵送ください。合同会社 インシュピルサン 担当/高橋 ☎0155-29-2151 080-6416-0926

待　遇▶ 交通費規定支給、正社員のみ社保完備　勤務先▶陸上自衛隊南恵庭駐屯地

4月上旬スタート！（応談可） 

千歳・恵庭 派 パンの製造補助、自転車販売、園芸資材の積込み、接客・販売、鶏舎清掃、半導体製造、食品工場での梱包・検品、工場内清掃

▶︎

▶︎

給　与▶時給1,000円 ※22時以降/時給1,250円
時　間▶17:00〜翌2:00 ※残業10〜20h有
休　日▶ 土、日 ※大型連休有

恵
庭 1,000円1,000円

時給時給 半導体製造 
《未経験歓迎》

給　与▶時給1,000円～
時　間▶9:00〜21:00の間で実働7h
休　日▶週休二日制1,000円～1,000円～

時給時給 園芸用品の積込み作業 
《4月中旬～6月中旬までの短期》

千
歳

1,100円～1,100円～

給　与▶時給1,000円～
時　間▶9:00〜21:00の間で実働7h
休　日▶週休二日制

自転車売場スタッフ 
《5月末までの短期》

恵
庭

時給時給
1,000円～1,000円～

給　与▶ 時給1,050円
時　間▶ 5:00〜14:00
休　日▶水・日

食品工場での検品・梱包 
《正社員登用実績有》

恵
庭

時給時給
1,050円1,050円

1,070円～1,070円～
時給時給 鶏舎の清掃 

《千歳駅周辺から送迎有》
千
歳

給　与▶時給1,070円～
時　間▶8:00〜17:00
休　日▶シフト制　※応相談

恵
庭 1,100円～1,100円～

給　与▶時給1,050円～
時　間▶8:00〜11:00
休　日▶ 日曜日 ※週3日勤務からOK

工場内フロアー清掃 
《1日3hの勤務》

時給時給
1,050円～1,050円～

まずはお電話ください！
0120-116-377

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

苫小牧市旭町3丁目7-6グランドール旭町1F

㈱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）、 
3日払い・週払いOK（規定有）

共通項目

登録スタッフ登録スタッフ
募集強化中！募集強化中！

▶︎

▶︎

▶︎

▶︎

▶︎

▶︎

C. 公共交通機関で通いたい、
送迎のあるお仕事がいい

D. 未経験者歓迎のお仕事
E. シニア歓迎のお仕事

① 短期で働きたい 
② 長期で働きたい 
③ 自分でゆっくり探したい

A. もくもく作業がしたい 
B. 適度に身体を動かしたい

A

B

C

D

E
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他にもお仕事
イロイロ

お菓子やパンの
製造補助 

《5月末までの短期》
千
歳 時給時給
1,150円～1,150円～

給　与▶時給1,150円～
時　間▶ 7:30〜16:30、 

8:30〜16:30
休　日▶土、日 ※会社カレンダーによる

おススメ案件

おみやげ・海鮮弁当
販売スタッフ 

《4月スタート/長期》

給　与▶時給1,050円～
時　間▶ 8:30〜17:30、 

10:30〜19:30、 
12:30〜21:30

休　日▶週休二日1,050円～1,050円～
時給時給千

歳

おススメ案件

★3日払い・週払いOK（規定有）

仕　事▶ レジ、接客、清掃、品出し等
資　格▶ 未経験者歓迎、長期勤務できる方、 

土日祝勤務できる方 
※教育期間中は平日に勤務可能な方

（応相談）
時　間▶ ①7:00〜9:00 

②22:00〜翌7:00
給　与▶ ①時給920円～ 

②時給1,113円～
勤　務▶ ★たくさん働きたい方も応相談 

★週3日〜相談OK
待　遇▶制服貸与、車通勤可
応　募▶ 電話の上写真付履歴書を 

お持ちください。

フリーターさんフリーターさん
主婦（夫）さん主婦（夫）さん

歓迎!!歓迎!!

☎36-5117 担当/佐々木
【受付時間/10時〜18時】

恵み野西店 恵み野西店 スタッフ募集!!スタッフ募集!!

急募！急募！

恵庭恵み野西店 
恵庭市 
恵み野西 
3丁目1-2

恵庭 ア パ 店内業務


