
2022年4月15日（金）ちゃんと 8

待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、退職金あり、 
交通費実費支給（上限あり）、週払いOK（規定あり）

共通項目

給　与▶時給1,200円～
時　間▶ 9:00～18:15の間で実働8h
休　日▶シフト制 ※勤務日数応相談

給　与▶ 時給1,200円～
時　間▶ 8:30～17:30、20:30～翌5:30 

※交代制
休　日▶土日 ※部署により4勤務2休の場合あり

◆卵の検品・パック詰め/千歳市内

◆ 車部品の製造/千歳市内

0120-116-377
受付時間/8:00～18:00　定休日/土・日・弊社指定休日

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

▼WEBはこちら！

WEB登録 
WEB面談OK

高時給 
あり！

月収25万 
以上可

3日払い 
OK

千歳 派 検品・パック詰め、製造

資　格▶ 普通自動車免許、介護福祉士又は介護職員初任者
研修修了（旧ヘルパー2級）以上

給　与▶ 週5日勤務/時給1,260円～ 
週4日勤務/時給1,200円～ 
※いずれも処遇改善手当を含む 
★業績により年1回一時金を支給 ★昇給制度あり

時　間▶規定による
勤　務▶ 週４～5日（応相談） ※シフト制
待　遇▶ 介護福祉士手当、通勤・車両借上手当、 

社保加入可能（時間数による） ※希望者のみ

★有給を取得しやすい！
★未経験者でも安心!!同行いたします♪
ご自宅を訪問し､買い物･掃除･移動等を行うお仕事です。

〒061-1446　恵庭市末広町125番地1

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

時間相談
できます♪

担当/笹川まずはお電話ください。☎0123-33-1120

恵庭 パ 訪問介護員

ホームヘルパー募集!

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

千歳 契 清掃スタッフ

通年 
アルバイト

募集‼
10名

未経験歓迎
高校生OK!

10名
募集!!

短期4月29日～ 5月5日

募集‼短期 アルバイト

時給1,100円!!

千歳支店 〒066-0077 千歳市上長都1050番地1

履歴書（写真付）に、送迎バス・車利用の有無を記入の上、郵送 
またはお持ちください。採否は文書郵送にてお知らせいたします。

☎0123-24-2126
【受付/9～17時 担当/北橋】

仕　事▶ ホテル客室用品（シーツ、タオルなど）の分類 
及び仕上げ、包装作業など

資　格▶ 高校生以上、未経験者歓迎、かけもち勤務OK
期　間▶ ①4月29日～5月5日 

②通年アルバイト、土・日・祝のみ出勤出来る方
時　間▶ 9:00～17:00（休憩70分）
給　与▶ ①時給1,100円 

②時給950円
待　遇▶ 送迎バス有、車通勤可

★以前当社で働いた方は電話してください!!

通年アルバイト10名 時
給950円

千歳 ア 工場軽作業

怒りの感情をコントロールし､ストレスを軽減さ
せ､うまく付き合っていくための心理トレーニン
グの資格。
会社研修や医療福祉､教育やカウンセリングなど
様々な現場で活用す
ることができます。
また､資格で得た知
識を教えられるよう
になる講座があり､
学んだことを多くの
方に発信できるよう
になります。

栄養士・清掃 スタッフ 
募集‼

給　与▶ 月給165,000～230,000円 
★別途資格手当有

時　間▶ 5:00～19:00の間で実働8h 
(早番・遅番交替制）

勤　務▶週40h（シフト制、週休2日）

◆管理栄養士・栄養士 《正社員》/恵庭市
◉我汝会えにわ病院

◆清掃 《パート》/恵庭市

給　与▶ 時給900円
時　間▶ 8:00～12:00
勤　務▶週3日～OK（シフト制）
休　日▶日曜、祝日

◉我汝会えにわ病院

給　与▶ 時給900円
時　間▶ 8:00～12:00
勤　務▶月～金の間で週4～5日

◆清掃 《パート》/恵庭市
◉サッポロビール工場

給　与▶ 時給920円
時　間▶ ①8:00～17:00 ②11:00～20:00 

③11:00～15:00 ④16:00～20:00
休　日▶日曜、祝日、他
勤　務▶シフト制 ※応相談

◆清掃 《フルタイム/パート》/札幌市
◉我汝会さっぽろ病院

JR苗穂駅隣接
JR交通費全額支給

待　遇▶ 社保完備（勤務時間による）、 
賞与年2回、制服貸与、交通費規定支給、 
車通勤可、有給休暇有

共通 
項目

☎0123-34-0740応 募
株式会社道央環境センター 恵庭市本町27番地

恵庭・その他 正管理栄養士・栄養士パ 清掃

千歳市幸町
2丁目3-2☎0123-26-5061 受付/14～18時 

担当/浅野、山川

まずはお気軽にお電話ください。

◆ ホールスタッフ アルバイト

仕　事▶ 接客、配膳、料理説明、片付け等
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給1,050円 

※22時以降深夜割増有
時　間▶ 17:00～23:00の間 

※予約状況による
勤　務▶週3～5日程度
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与

◆ 洗い場・調理補助 パート

仕　事▶洗い場・簡単な調理補助等
資　格▶ 主婦（夫）歓迎、未経験者歓迎
給　与▶ 時給950円 

※22時以降深夜割増有
時　間▶ 17:00～23:00の間 

※予約状況による
勤　務▶週3日程度 
待　遇▶交通費規定支給

ホールスタッフ

スタッフ募集
洗い場・調理補助

未経験者歓迎！

千歳 ア ホールパ 洗い場・調理補助

千歳・恵庭

まずはお気軽にお電話ください！

☎0123-27-0911千歳市北斗4丁目13番20号

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

パ 業務スタッフ

時　間▶ 月・火・水曜日/9:00～17:00の間 
（作業内容によって変動有、応相談）

　　　　木・金曜日/1地域、2h程度～
給　与▶ 時給900円
勤　務▶ 週4～5日 ※応相談
資　格▶ 年齢不問、車通勤できる方
待　遇▶ 交通費規定支給 

※委細面談にて 

木

金
300軒程度で、配布地域はその都度変わります。
※詳細は面接の際にご説明いたします！

　　　　  の配布

水 チラシの折込、梱包

火

月 折込チラシの仕分けや
チラシの荷受け

一週間の主な流れ

☎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。

■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
千歳市流通
1丁目4番7号

仕　事▶電話対応、回収量の集計、報告書作成、書類整理等 
給　与▶時給900円～ （月給72,000円程度）
時　間▶ 9:00～13:00(4h)　※応相談  
休　日▶土曜日、日曜日、祝日 
待　遇▶雇用保険、交通費規定支給、制服貸与
勤務先▶本社（千歳市流通1丁目4番7号）

★ 扶養内OK !
★ 働きやすい時間帯です！

2022年度 スタッフ追加募集!

千歳 パ 事務スタッフ

★新型コロナウイルス積極的に対策中
★未経験者歓迎!!

まずはお電話ください。［担当者直通番号］ジェラテリア ミルティーロ
千歳市長都2 080-3605-6582 【採用担当者】※JR長都駅から約3km

受付/8時～16時30分

仕　事▶ 店内業務全般（接客、ジェラート盛り付け、清掃等） 
★盛りつけは従来の「ヘラ」を使用せず、 
「ディッシャー」で行います。 
誰にでも簡単にできるお仕事です。

勤　務▶ 基本平日 ※週2～4日 
※土、日、祝、勤務できる方尚可

時　間▶ 11:00～18:30の間で実働5h 
例/11:00～16:00、12：30～17：30、13：30～18：30

給　与▶ 時給900円～ 
※試用期間１～3ヶ月（研修有、時給889円）

期　間▶4月上旬～9月30日
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与

仕事終わりにジェラートを食べられます♪
販売スタッフ 6・7月は

950円時
給

8月は

1,000円時
給

主婦(夫)の方
歓迎

《期間》9月30日まで

繁忙期手当
6～8月あります！

千歳 パ 販売スタッフ

◆集配ドライバー/正社員
仕　事▶ 決まったルート集配になります。最初は1週間程

度、寄り添い丁寧にご指導致しますので、ご安心く
ださい。

資　格▶要普通免許、未経験歓迎
時　間▶ 8:20～16:20（実働7h） 

※週3日程度、残業有
給　与▶  月給/200,000円以上+各種手当　 

※固定残業手当20時間分、30,000円を含む 
超過分は別途支給　※昇給有

休　日▶ 日曜、祝日、他

◆軽作業スタッフ/パート
子育て中、シニアの方歓迎！ 
フルタイム、午前、午後等自分に合わせてお仕事が出来ます！
仕　事▶クリーニング工場での衣類仕分け、たたみ作業
資　格▶扶養内勤務可能、未経験歓迎
時　間▶ ①8:20～16:20（休憩80分）　②8:20～12:00

③12:50～16:20
給　与▶時給889円～　　 
休　日▶日曜、祝日、他
《共通項目》
待　遇▶ 各社会保険完備、交通費規定支給、 

車通勤可、駐車場完備、クリーニング代優遇

〒066-0075　千歳市北信濃776-11

くらしの輝き　手から手へ

まずはお気軽にお問合せください。
担当/小池☎0123-23-4251

正社員
募集

パート
募集

千歳 正 集配ドライバーパ 軽作業スタッフ


