
2022年4月1日（金） ちゃんと11

仕　事▶ 種まき、収穫、除草等農作業全般
期　間▶ 4月上旬～10月下旬 

（天候や作業進捗状況により変動有）
資　格▶ 未経験者歓迎、車通勤できる方、 

土日勤務できる方歓迎
給　与▶時給910円+交通費250円/1日
時　間▶  8:00～17:00の間で4～8h 

早朝勤務（7～16時）の場合も有
勤　務▶ 週2～4日（応相談）

まずはお気軽にお電話ください。

扶養内勤務もフルタイムも
働き方ご相談ください!!

恵庭市春日318

090-1382-3238
澤田農園

受付/10～16時
担当/澤田

恵庭 パ 農作業

土日のみの
フルタイムも
大歓迎

資　格▶ 介護職員初任者研修修了以上、 
経験者優遇、無資格相談OK

給　与▶ 身体介護/時給1,900円～ 
生活援助/時給1,400円～ 
※試用期間/時給1,200円

時　間▶  当社規定による　※シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費全額支給、車通勤可
勤務先▶千歳市、恵庭市

無資格・未経験OK 資格取得支援制度有

【問合せ】 080-9976-1030　担当/鈴木

写真付履歴書を
ご郵送ください。千歳市住吉3丁目16-11

合同会社 YAKUDACHI

訪問介護スタッフ募集!

直行直帰OK

千歳・恵庭 パ 訪問介護

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

空港施設
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。

千歳 契 空港施設警備員

正社員 
登用有

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

女性も多数
活躍中！

トヨタカローラ札幌
簡単作業! 扶養内OK！未経験者歓迎!

恵庭 契 洗浄ライン作業

正社員3職種募集!!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭市住吉町
2丁目1-3富士交通㈱
担当/金田一☎0123-33-6271

待　遇▶ 社保完備、試用期間3ヶ月有《共通項目》

トラック
乗務員

〈正社員〉 仕　事▶ トラックでの配送業務
時　間▶ 7:00～16:00 ※早出、時間外勤務有
勤　務▶ 週5～6日 ※シフト制
給　与▶ 4t/月24万円～ 

8tクレーン付き/月25万円～ 
11tクレーン付き/月26万円～

資　格▶ 中型免許以上

時　間▶ 日勤/8:00～17:00（実働8h）  
※時間外勤務有 
隔日勤務/8:00～24:00 
※早出・時間外勤務有

勤　務▶ 日勤・隔日勤務のシフト制
給　与▶ 月給15万円～ ※売上により歩合給追加支給
資　格▶ 普通二種以上 

ハイヤー
乗務員

〈正社員〉

女性も
活躍できる!

仕　事▶ 送迎バスの運転業務
時　間▶ 6:30～20:00の間で実働8h
勤　務▶シフト制
給　与▶ 月給20～26万円（時間外含む）
資　格▶ 中型二種又は大型二種保持者

〈正社員〉

女性も
活躍できる!

マイクロバス
乗務員

恵庭 正 トラック乗務員、バス乗務員、ハイヤー乗務員

一般社団法人 千歳観光連盟
〒066-0019　千歳市流通3丁目4-1

まずは、お気軽にお電話ください。 
写真付き履歴書をご郵送またはお持ちください。

☎25-8900 担当/斉藤・佐藤受付/9～17時

期　間▶4月中旬～10月末
仕　事▶美笛キャンプ場の管理と運営
資　格▶要普通免許、自力で通勤できる方
時　間▶ ①9:00～翌9:00　※実働10h 

②9:00～18:30　※実働8h　シフト制
給　与▶ 月180,000～210,000円
勤　務▶ 週3～5日　シフト制 

※扶養範囲内希望の方も応相談
待　遇▶各社保完備、交通費規定支給
勤務先▶美笛キャンプ場

アウトドア好きな方に 
ピッタリのお仕事です！

土日勤務 
できる方 
大歓迎！

千歳 期 管理運営

スタッフ募集!!

千歳市青葉5丁目6-10　http://www.hotal-web.com

◆ベッドメイク
時　間▶ ①9:00～15:00　②19:00～翌1:00
給　与▶ 時給940円　※22:00以降/時給1,175円 

※試用期間/同条件
勤　務▶週2日程度

電話の上､写真付履歴書をお持ちください｡ 担当/國田

ホ テ ル 　 　 　 　 　 ホ タ ル 全室Wi-Fi
完備

0123-40-2077 090-2511-4127

千歳 パ ベッドメイク、ナイトフロント

◆ナイトフロント
時　間▶ 19:00～翌9:00
給　与▶ 日給13,800円　 

※試用期間/日給13,160円
勤　務▶週2日程度

Wワーク
OK!!

仕　事▶ 製造装置の操作や検査等の軽作業
時　間▶   8:30～17:00、20:30～翌5:00
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▶ 長期（3ヶ月毎更新）
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、 

車通勤可（P完備）、社員登用有

0120-095-350
当社HPお問合せフォームからも応募できます。
https://speed-hokkaido.jp/

まずはお気軽にお電話ください。

【派遣】プリント配線基盤製造・検査〈恵庭市戸磯〉

入社祝金
3万円支給（規定有）

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）

3ヶ月限定〈交代勤務〉

月収例/24万円以上可能 月収例/22万円以上可能

時給1,200円
長期〈交代勤務〉

時給1,100円

※ 時給1,200円×7.25h×20日勤務 
＋残業手当40h＋深夜手当

※ 時給1,100円×7.25h×20日勤務 
＋残業手当40h＋深夜手当

恵庭 派 製造・検査

白い手袋のこと。　　　　
軍手などとは違い、　　　
作業のために使うのでは
なく、誘導する手を目立た
せるために使用する。　　

お仕事で使
う

アレってな
～んだ？ 警

備
員
さ
ん
の 

白
手

＼仕事探すなら／

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
待　遇▶ 交通費規定支給
勤務先▶陸上自衛隊南恵庭駐屯地

〒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

恵庭 ア パ 調理補助、食器洗浄

担当/高橋 ☎0155-29-2151　080-6416-0926

南恵庭駐屯地
調理補助・食器洗浄 
スタッフ募集

仕　事▶ レジ及び品出し
資　格▶ 未経験者歓迎、学生・高校生OK
給　与▶ 時給889円 

★試用期間2ヶ月同条件
時　間▶  ①9:30～14:30（実働5h） 

②14:15～19:15（実働5h） 
③17:00～19:15（実働2.5h） 
※シフト制、応相談　※②だけの勤務も可

勤　務▶週2～5日　※応相談
待　遇▶ 雇用保険、労災保険、有給休暇制度、 

交通費規定支給、制服貸与
勤務先▶ ジェイ・アール生鮮市場恵庭店/恵庭市末広町121-1

札幌市東区北6条東3丁目3-20

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-32-6555
JR北海道フレッシュキヨスク株式会社 生鮮市場事業本部

受付/10～17時
担当/したや

スタッフ募集!!
レジ・品出し
★有給休暇有! ★土日祝は加給有♪

土日祝は
+30円

★未経験者歓迎！★ 学生の夕方からの仕事有！

恵庭 パ レジ及び品出し

千歳

千歳市北信濃779-3 ☎0123-23-5571 株式会社積水化成品北海道
http://hokkaido.sekisuiplastics.co.jp

まずはお気軽にお電話ください。
応募前のお問い合わせも受け付けております。 担当/中島・森本

応
募

◆発泡スチロールの製造
仕　事▶ 発泡スチロール製品の製造に関わるお仕事です。 

①製造/品質のチェック ②工務/金型の交換や整備作業  
③製品の梱包

給　与▶ 月178,800円～237,800円
時　間▶ 日勤/8:30～17:30（休憩1h） 

夜勤/20:00～翌8:30（休憩3h）  
※日勤/夜勤の週交替シフト 
※夜勤は業務に慣れてからスタートします。 
　個人差はありますが入社1～6ヶ月後が目安です。

休　日▶4週8休（基本土・日曜）、年間休日113日

◆発泡シートの製造
仕　事▶ 食品容器等に使用される発泡シート製造・梱包作業です。 
給　与▶ 月178,800円～237,800円  

【諸手当】連操手当25,000円
時　間▶ 日勤/8:30～20:00（休憩2.5h） 

夜勤/20:00～翌8:30（休憩3.5h）
休　日▶基本4勤2休、年間休日134日、3組2交替制（実働9h）

想いに
応える職場です。

年間休日
発泡シート134日

発泡スチロール113日
プライベートも大切に、
安定して働けます。

地元で
長く働きたい

安心して
家族を

養っていきたい

資格を
活かし
ましょう

設立46年を迎えます

未経験の方、
ご安心
ください!!

研充
実
の

修 あ り

慣
れ
る
ま
で 

指
導
い
た
し
ま
す
！

【共通項目】
資　格▶ 未経験者歓迎、高卒以上、 

あれば、電気主任技術者・品質管理検定3級・危険物乙種4類・ 
高圧ガス製造保安責任者丙種(化学)・ボイラー2級、尚可

休　日▶GW、お盆、年末年始、会社カレンダーによる。
待　遇▶ 各社保完備、正社員登用制度有、資格取得支援制度有、 

交通費実費支給、車通勤可（駐車場完備/無料）、制服貸与、 
残業手当、家族手当（配偶者11,000円・子供5,000円/人）、 
交替手当7,000円、試用期間3ヶ月（家族手当・住宅手当の支給なし）、 
有給休暇制度有（6ヶ月後より10日）

コロナに負けず、安定した仕事量！ 
私達と一緒に製造のお仕事を始めてみませんか？

正 発泡シートの製造、発泡スチロールの製造


