
2022年3月25日（金）ちゃんと 12

時　間▶�①12：00〜17：00　②17：00〜22：00�
③2：00〜6：00

給　与▶�時給889円　※22時〜翌5時/時給1,112円
勤　務▶週2日〜�※応相談
待　遇▶�雇用保険有（勤務時間による）、制服貸与、�

車通勤可、マスク支給

恵庭市黄金北1丁目12-6恵庭黄金北店

☎0123-34-5529応
募

担当/
小川

バイトデビューも大歓迎★
★休日希望伺います!
★�自動釣銭機のため、�
初心者でもカンタンに使えます♪

経験は問いません♪主婦（夫）・学生主婦（夫）・学生歓迎！
恵庭 ア パ 店内業務全般

高校生も可 勤務先▶�千歳・恵庭・苫小牧
期　間▶即日〜通年
仕　事▶�アマゾン商品の配達
資　格▶�要普免(AT限定可)、年齢不問
給　与▶�日給12,000〜14,000円
時　間▶��8:00〜20:00
休　日▶�週1〜2日
待　遇▶�車両貸し出し可、制服貸与、研修有

千歳市高台5丁目1-5㈲M.D.N.TRANS

まずはお電話のうえ、写真付
履歴書をお持ちください。

★個人事業主は更に優遇します‼︎

新規事業 
受注につき 宅配ドライバー募

集

千歳市高台5丁目1-5

☎23-0501
㈲M.D.N.TRANS

日給12,000～14,000 円!!

千歳・恵庭・他 他 宅配ドライバー

仕　事▶フォークリフトでの作業、他�
資　格▶�35歳まで（若年層のキャリア形成を�

図るため）、未経験者歓迎、要普通免
許、大型・大特・フォークリフト免許
保持者尚可

給　与▶月給17〜23万円
時　間▶��8:00〜17:00　※実働8h
休　日▶�土日、他
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤

可、制服貸与、昇給年1回、賞与年2回
勤務先▶�サッポロビール(株)北海道工場内

恵庭市戸磯542-1�

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-33-9505
(株)石川トラック運送

募
集正社員正社員

フォフォーークリフトクリフト
恵庭 正 フォークリフト作業

20代20代
30代30代

40代40代
50代50代

70代70代

60代60代

▲スタッフの年齢構成（イメージ）▲スタッフの年齢構成（イメージ）

東洋ワークセキュリティ㈱千歳営業所
千歳市幸町3-15エレガンスビル4階

■警備事業（宮城県公安委員会認定第22000353号）

★全国に46営業所を展開！

60歳以上の方も多く在籍！

☎0123-29-3203

まずはお気軽にお電話ください。
面接時に写真付履歴書をお持ちください。

採用担当/清水

勤務先▶�千歳・恵庭市内、近郊　※現場への直行直帰可能�
例）�新千歳空港、�
道央自動車道恵庭↔千歳間での車両誘導等、�
他、現場多数

待　遇▶�交通費規定支給、社保完備（勤務による）、�
昇給制度有、賞与年2回、有給休暇、制服貸与、�
法定研修有（6日間・45h/40,005円支給）、�
入社祝い金最大15万円支給（規定有）

仕　事▶�お客様や車両の誘導等
資　格▶�18歳以上（省令2）、有資格者尚可
給　与▶�日給8,150〜17,150円
休　日▶�週休2日（他会社カレンダーによる）
時　間▶�シフト制（実働8h）�

★日勤のみ、夜勤のみもOK!�
8:00〜18:00、21:00〜翌7:00他

◆�【現場多数あります!!】常駐警備スタッフ

常
駐
案
件
多
数

元気に活躍中！

千歳・恵庭・他 契 ア パ 常駐警備スタッフ

本給/8,000円＋地域手当/150円＋�
高速手当/9,000円＋残業手当2h分/2,500円

宿泊手当/1,800円が加算されるので、
（19,650円＋1,800円）×5日間

＝＝日給日給19,650円19,650円

＝＝合計合計107,250円107,250円

さらに！ 帯広の道東道で、 
5日間泊まりで勤務すると…

収入例 高速道路で勤務する場合（規制有）の最大日給

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 派 ①製造オペレーター　②ピッキング作業　③設備オペレーター

＼仕事探すなら／

戦
わ
な
け
れ
ば

戦
わ
な
け
れ
ば

勝
て
な
い
！

勝
て
な
い
！

清掃清掃 スタッフ スタッフ 
募集♪募集♪

千歳市千代田町2-2-10

まずはお気軽にお電話ください。担当/金子

☎0123-24-2111
ホテルウィングインターナショナル千歳

主婦（夫）歓迎！
WワークOK!

◆客室清掃スタッフ��★女性活躍中！
仕　事▶�客室清掃・ベッドメイクなど�
給　与▶時給890円〜
時　間▶9:30〜15:00（実働5.5h）
資　格▶�未経験者歓迎
勤　務▶�週2日〜OK�※平日のみ・土日のみの勤務可
待　遇▶�各社保完備（勤務による)、交通費規定支給、�

車通勤可（無料駐車場完備）、制服貸与、昇給有

未経験者未経験者
歓迎♪歓迎♪

千歳 パ 清掃スタッフ

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（年間所定休日108日）�

★GW・お盆・年末年始の長期連休有�
★扶養内勤務OK�
★シフト応相談

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）、�

65歳未満（定年雇い止めのため）
待　遇▶�車通勤可、無料P有、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

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。

トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター

担当/酒井☎0123-33-9660新車

担当/�三浦・傳法(デンポウ)☎0123-47-8000中古車

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

トヨタカローラ札幌
安心・安定企業で長くお勤めいただけます。
簡単作業! 扶養内OK！未経験者歓迎!

スタッフスタッフ

(株)東洋実業�千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20�第12ふじやビル4F

☎22-5280 採用係

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

仕　事▶�ホール、廊下、各室、トイレ等の日常清掃
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶�時給889円�

【月収例】�
時給889円×7.5h×23日=153,353円

時　間▶�7:00〜16:00、9:00〜18:00�
※実働7.5h

休　日▶土曜日、他シフト制
待　遇▶�各社保完備、制服貸与、�

交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶�千歳市総合福祉センター/�

千歳市東雲町２丁目３４

清 掃清 掃 募募
集集

千歳 契 清掃

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）

◆野菜の選別（恵庭市島松）
期　間▶4月〜10月末
給　与▶時給950円
時　間▶�9:00〜17:00�※現場により変動
休　日▶シフト制
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可（無料駐

車場有）、残業手当有

大歓迎!!大歓迎!!

4月スタート!!4月スタート!!

時給950円!

未経験未経験 シニアシニア
の方の方

主婦（夫）主婦（夫）
さんさん

恵庭 派 野菜の選別

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 ☎0123-24-☎0123-24-37713771平日

給　与▶時給950円
時　間▶7:00〜10:30　※実働3.5h�
休　日▶�土・日曜、祝日、他　※学校スケジュールによる
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、マイカー通勤可能な方

❸[パート/清掃]千歳科学技術大学（千歳市美々）

給　与▶時給898円
時　間▶7:00〜11:00　※実働4h�
休　日▶水・土・日曜、祝日
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、雇用保険加入

❷[パート/清掃]マミーズクリニックちとせ（千歳市信濃）

増員募集！増員募集！

千歳 パ 清掃

給　与▶時給950円〜
時　間▶8:30〜16:30　※実働7h
休　日▶土・日曜及び工場稼働による
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、社保完備、�

マイカー通勤可能な方

❶[パート/清掃]向陽台工場（千歳市向陽台）

清掃員清掃員

コース管理（パート）
仕　事▶�ゴルフコースの整備業務
給　与▶�時給1,000円
時　間▶�5:30〜13:00
休　日▶週休2日
期　間▶�4月1日〜11月下旬まで

千歳

応募したい方、詳細を聞いてみたい方…
まずはご連絡ください!

全国146コースを運営する グループ!!

グループゴルフ場優待プレー制度有

社保完備(パート除く)

従業員食堂有 有給休暇有

交通費実費支給(上限有)

正社員登用制度有

受付窓口担当/宮腰
☎0123-29-2111☎0123-29-2111

〒066-0004
千歳市泉郷845-1

制度充実しています♪

「グレート札幌カントリー倶楽部」
で働きませんか？

スタッフ

グレート札幌カントリー倶楽部

募
集

経験者歓迎経験者歓迎
します!します!

ポーター（フルタイム・パート）
仕　事▶�お客様のお迎え、ゴルフバッグの積み込み、�

積み降ろし等
資　格▶18歳以上、車通勤可能な方
給　与▶時給910円〜�（経験考慮）
時　間▶�【フルタイム】�

3:00〜11:30、�
6:00〜19:00のうち実働7.5h�
（交代制、季節により変動）�
【パート】�
3:00〜10:00、�
6:00〜19:00のうち実働6h以内�
（交代制、季節により変動）�
※�早朝勤務は5〜7月の土日祝のみです。�
日勤のみの希望は応相談。

　　　　※深夜割増は別途支給。
休　日▶�【フルタイム】　月7回�

【パート】　週休2日
期　間▶�4月1日〜11月上旬まで

《共通項目》
待　遇▶�社会保険完備(パートを除く)、�

有給休暇制度有、従業員食堂有、�
交通費実費支給(上限有)、制服貸与

パ コース管理、ポーター


