
2022年5月6日（金）ちゃんと 8

受付/平日9～18時
担当/採用担当☎0123-25-3830応募

有限会社 山友
さんゆう

千歳市北栄2丁目22-2
http://sanyujp.com

資　格▶ 基本的なPC操作ができる方、 
土曜日出勤可能な方

時　間▶9:00～18:00の間で3～5h
給　与▶ 時給900円～
勤　務▶ 週4日～
休　日▶ 隔週土曜、日曜、祝日、GW､お盆、年末年始、 

有給休暇(規定通り)
待　遇▶ 車通勤可、交通費規定支給、制服貸与

★未経験者歓迎

一 般 事 務 募 集 中 !
千歳 パ 一般事務

※ 応 募 は 5 / 6 ～ 受 付 け ま す

仕　事▶バス・トラック用リトレッドタイヤの製造
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、要普通自動車免許
給　与▶月給177,000～241,700円
時　間▶ 8:00～16:45、16:15～翌1:00 

※いずれも実働7.75h　※シフト制

仕　事▶ トラックにて使用済みタイヤを回収、リトレッド
タイヤ製品の納品

資　格▶ 38歳まで(若年層のキャリア形成を図るため）、 
未経験者歓迎、要普通自動車免許、 
大型自動車免許保持者大歓迎

給　与▶月給185,400～222,400円
時　間▶ 8:00～16:45　※実働7.75h

千歳市上長都1044-1 

電話の上、写真付き履歴書をお持ちください。

◆ リトレッドタイヤの配送・回収業務

◆ 製造スタッフ

ブリヂストンBRM株式会社千歳事業所
☎0123-23-1171 受付/8～17時 

採用担当

一緒に頑張りましょう！
★年間休日120日　お休み充実

休　日▶ シフト制　※当社カレンダーによる　※年間休日120日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、食事補助有、有給休暇

《共通項目》

未経験者 
大歓迎！

千歳 正 製造、配送・回収

まずはお気軽にお電話ください。面接は恵庭市内で行います。

仕　事▶ ホテルの客室清掃（バス・トイレ・洗面等水回り、
アメニティの補充、拭き上げ、掃除機かけ等）

資　格▶経験不問、経験者優遇、シニアも歓迎
給　与▶時給1,000円～
時　間▶9:00～15:00
勤　務▶週4～5日　※応相談
待　遇▶ 雇用・労災保険、制服貸与、 

交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ フェアフィールド・バイ・マリオット北海道えにわ

/恵庭市南島松817-18 
フェアフィールド・バイ・マリオット北海道長沼マオイの丘公園
/長沼町東10線南7

北見市東陵町120番地43
有限会社エイドクリーン

☎0157-22-7112
090-3462-5705 担当/野村

恵庭・長沼の道の駅隣接のホテルです！

新規オープンにつき

各10名清掃スタッフ募集
勤
務
先

◆フェアフィールド・バイ・マリオット北海道えにわ
◆フェアフィールド・バイ・マリオット北海道長沼マオイの丘公園

1,000円～
時 給

恵庭・その他 パ 清掃

社会福祉法人追分あけぼの会 安平町追分
青葉1丁目102番地

資　格▶ 未経験者歓迎、無資格OK
給　与▶ 時給1,000～1,100円 ※夜勤手当/1回6,000円
時　間▶ 下記①②シフト制 

①6:45～20:00の間で実働7.75h（早・中・遅番） 
②夜勤/16:15～翌9:45 ※月5～6回程度

休　日▶ 月8～10日
勤務先▶追分陽光苑/安平町追分青葉1丁目102

【契】特別養護老人ホーム介護職員

☎0145-25-2233 担当/小林、木村
まずはお気軽にお電話ください。委細面談。 

【共通項目】
待　遇▶ 各社保完備、昇給年1回、交通費規定支給、 

車通勤可、有給休暇、退職金制度、他各種手当有

給　与▶ 時給1,000～1,100円 ※夜勤手当/1回4,000円 
時　間▶ 下記①②シフト制 

①6:45～21:15の間で実働7.75h 
②夜勤/ ⓐ22:45～翌7:30 ⓑ14:15～23:00 

※月5～6回程度
休　日▶ 月8～10日
勤務先▶ 早来陽光苑 

/安平町早来栄町164番地3丁目

【契】サテライト型特養介護職員

介護職員募集

勤務開始日 
応相談

安平 契 介護職員

入社日
2022年5月23日（月）

6月16日（木）

〒066-0051 千歳市泉沢1007番地195
https://www.denso-hokkaido.co.jp/

仕　事▶ 車載用半導体製品の製造（機械操作・組立・検査等）
期　間▶ 最長3年間（6ヶ月毎の契約） 

※3年満了後、一定条件を満たせば再入社可
資　格▶ 通勤が可能な方、18歳以上
時　間▶ 標準労働時間/8:40～17:25（昼休憩45分）
勤　務▶ ①2組2交替制（実働8h、年間休日121日） 

②3組2交替制（実働9.5h、年間休日167日）
給　与▶ ①日給9,000円 ②日給10,750円 

※基本給に加えて、各種勤務手当有 
　（時間外勤務・深夜作業・交替勤務・休日勤務等） 
※満了報奨金/120,000円（6ヶ月満了毎）

休　日▶ 基本週休2日（土・日）、ＧＷ・夏季・冬季、 
有給休暇制度有（6ヶ月経過後に10日付与）

待　遇▶ 各社保完備、車両通勤可、 
交通費支給（ガソリン・高速道路・定期代/実費相当）、
暖房手当、制服貸与、正社員登用制度

※ 当社製品は、全世界で生産される自動車の
1/3に搭載。車の進化に貢献しています。 

★夏季・冬季休暇手当 各3万円
★交通費実費相当支給 （上限なし）

★満了報奨金 12万円（6ヶ月満了毎）

売店・自販機完備

ブレーキ圧
センサ

車両姿勢
制御センサ

あったかクリーンな工場環境 室温一定25℃ 小型軽量な製品群で取扱いカンタン

定期的な途中休憩有

従業員数　1007名

売上高　　418億円

資本金　 26億円 WEB応募はこちら!

未経験者歓迎
のお仕事!!

正社員登用制度有

実績
87名
（累計）

メニュー豊富・低価格 社員食堂

10名程度
欠員補充、増産対応のため

うれしい福利厚生！

製造
スタッフ募集!
世界トップクラスの品質を
誇る製品に携わりませんか？

エアコン用
冷媒圧センサ

吸気圧センサ排気圧センサ

車載用半導体センサ

デンソー北海道
［平日］ 9:30集合選考会
Web面接も開催しております。

千歳 期 機械操作、組立、検査等

☎0123-47-8825電話でのご応募も受付中

まずは、お気軽にお電話ください！

期　間▶6月上旬から11月上旬頃まで
仕　事▶ ブロッコリー収穫、農作業全般
資　格▶ 要普免、未経験者歓迎
給　与▶ 5:00～7:00/時給1,000円 

7:00～12:00/時給950円
時　間▶  5:00～12:00の間で応相談
休　日▶ 応相談
待　遇▶労災保険、車通勤可 

恵庭市南島松 
83番地奥田農園

090-6211-7939担当/奥田

勤務について 
相談に応じます♪

未経験者歓迎！

恵庭 パ 農作業

仕　事▶  固定のお客様先の家事・ 
お手伝いサービス（1回2h以上）

資　格▶  家事が好きな方
給　与▶ 時給950円（実稼働時給）
勤務先▶ 千歳市・恵庭市・北広島市 

〒061-1406 恵庭市和光町4丁目7番15号

採用係0120-35-4549

衛生知識が身につく!

お気軽にお電話ください。 詳細は面談にて。

メリーさん（家事スタッフ）
自宅からお客様先へ直行直帰のお仕事です。

お客様係

仕　事▶ レンタル商品の交換及び、商品やサービスのお知らせを
するお仕事です。 （荷物はご自宅まで配送致します。） 
※4週に1回お仲間とのミーティングに参加 
　していただきます。受け持ち約30～100軒程度 
※応相談（実働2～5h程度/1日）

資　格▶ 普通自動車免許、人と会うのが好きな方
給　与▶  月14,000～35,000円 

※時給換算1,600～2,100円、歩合制
勤　務▶ 週1日コース
勤務先▶ 恵庭市内

子育て中のママさんも多数活躍中です!!
自宅から直行直帰スタイルです。

掃除スキルUPで 
自宅もキレイ！

千歳・恵庭・他 委 商品交換等ア 家事代行

電話またはホームページからご応募ください！

時間・曜日は応相談！

担当/吉田https://www.e-fujiya.com
☎0123-23-0893
山三ふじやグループ　千歳市末広1丁目4-8

期　間▶ 即日～長期

期　間▶ 即日～10月頃の間で応相談 
☆夏休み期間のみ等、学生さんの 
　長期休みのみの勤務も可 
　ご相談ください

時　間▶ 10:00～21:00の間で3～8h
給　与▶ 時給900円＋交通費規定支給
勤　務▶ シフト制 

☆日数・曜日・時間はご希望に応じます
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ キリンビアレストラン ハウベ 

（千歳市上長都949-1  
キリンビール北海道 千歳工場内）

ホールスタッフ(短期アルバイト)

キッチンスタッフ(通年アルバイト)

共通項目

短期募集

千歳 ア ホール、キッチン

給　与▶ 時給913円 ※試用期間中/時給889円 
※ 月収例/913円×7h×12日 
＝76,692円

時　間▶ 8:45～17:15※実働7h
勤　務▶ 月12日（シフト制） ※月12日以上の

勤務も可能。お問い合わせください。 
※友引、元日はお休み

待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、 
車通勤可（車通勤の方が通いやすい 
場所にあります）

勤務先▶千歳市葬斎場/千歳市根志越1365

(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。

主に施設の日常清掃、他、ペットの 
火葬受付やご遺族様への案内業務

2名増員募集

★休みが多いので予定が立てやすいです！

清掃兼受付 スタッフ 
募集‼

千歳 パ 清掃、受付

ちゃんと 検索

Q

電話連絡の上、写真付 
履歴書をお持ちください。 
委細は面談にて。 

新型コロナウイルスの感染予防対策をしています。

ローソン自衛隊北千歳駐屯地店 千歳市北信濃724

◆北千歳駐屯地内店舗
仕　事▶店内業務全般
資　格▶  車通勤可能な方、 

ダブルワーク・シニア・学生可
時　間▶ ①6:00～11:00 ②11:00～20:00 

③17:00～20:00
給　与▶ 時給920円
勤　務▶  週2日～ ※応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、社会保険有
勤務先▶ 陸上自衛隊北千歳駐屯地内（千歳市北信濃724） 

※中央バス「北千歳駐屯地前」停すぐ

☎42-2121

Wワーク
シニア
学生ＯＫ!!

駐屯地内の 
ローソンで
働こう!!

普段は入れない場所で、ちょっと働いてみませんか？
千歳 パ 店内業務

勤務先▶ 千歳、恵庭市
期　間▶通年
仕　事▶ ゆうパックの配達
資　格▶ 要普免(AT限定可)、年齢不問
給　与▶ 月25～35万円
時　間▶  8:00～20:00
休　日▶ 月6～7日
待　遇▶ 車通勤可、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。

★安定した収入です。 ★車両貸出･持込OK！

千歳市高台5丁目1-5

☎23-0501
㈲M.D.N.TRANS

月
収25～35万円!!

千歳・恵庭 他 宅配ドライバー

電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

恵庭市牧場262-6
〒061-1421Ten-Man森のレストラン

受付/10～17時 
担当/杉井☎39-2051応募

期　間▶即日～11月下旬まで
仕　事▶ 接客、料理の提供、お会計、 

調理業務、食器洗浄等
資　格▶ 経験者・未経験歓迎、学生歓迎、高校生可
給　与▶ 時給1,000円 

高校生/時給950円～ 
（4～10月の土日祝は＋50円で時給
1,050円）

時　間▶ 9:00～17:00の間で3～7h（時間帯応相談）
勤　務▶ 週1～5日、1週間毎のシフト制 

（勤務日数応相談）
待　遇▶ 無料送迎バス有（JR恵庭駅から）、交通

費規定支給、車通勤可、食事補助制度有、 
制服貸与、労災保険、有給休暇制度有、 
65歳定年制

★JR恵庭駅から無料送迎バス有

★ ビュッフェスタイルのレストランです

スタッフ急募！

すぐに
働けます！

★ 難しい作業はなく未経験でも活躍できます

恵庭 ア パ ホールスタッフ、キッチンスタッフ


