
2022年5月20日（金） ちゃんと13

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。

仕　事▶ 半導体チップの外観検査（顕微鏡使用）
給　与▶ 時給889円～ 

※ 作業着への着替え時間（1日につき15分相当）
別途支給いたします。

時　間▶ 8:30～17:30（実働8h）
休　日▶ 年間122日、土・日曜日、祝日 

（会社カレンダーによる） 
※祝日出勤数日有

資　格▶未経験者歓迎
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、制服貸与、車通勤可

㈱京都セミコンダクター 恵庭事業所
〒061-1405　恵庭市戸磯385-31

女性が活躍中の職場です♪

担当/阿部・原☎34-3111

★ ほとんどの方が 
未経験から 
始めています

半
導
体
チ
ッ
プ
の

外観検査
スタッフ 募集‼

未経験者
歓迎‼

恵庭 パ 検査

仕　事▶ まかない作り、洗濯等
資　格▶ 未経験者歓迎、60歳まで(定年雇い止めのため) 

※再雇用制度有/65歳まで
給　与▶ 日給6,700円 ※頑張り次第で昇給有
時　間▶ 8:30～16:30（休憩有）
勤　務▶週2～3日（シフト制 ）
待　遇▶交通費補助有

☎23-2216電話連絡の上、写真付履歴書を
お持ちください。【担当】岩崎

㈱西洋軒 千歳市千代田町
1丁目1-7

RESTAURANT

SEIYOKENSEIYOKEN

裏方のお仕事です。接客はありません。

★扶養内勤務OK! ★頑張り次第で昇給有!

簡単な家庭料理が 
出来れば大丈夫です♪

千歳 パ 炊事係

女性ドライバーも積極採用中！

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許 ★二種免許取得養成制度有
時　間▶ 日勤:例/5:00～16:00　 

★5～8時の間に出勤し、 
　帰庫は出庫から10時間半後 
夜勤:例/18:00～翌5:00 　 
★18～20時の間に出勤し、 
　帰庫は出庫から10時間半後

休　日▶週休2日
給　与▶ 完全歩合制　 

※入社後1年間は給与保証有(当社規定による） 
　日勤/月180,000円～　夜勤/月220,000円～

待　遇▶  各社保完備、入社祝金制度（10万円/規定有）、 
制服貸与、退職金制度、車通勤可（駐車場完備）

ドライブレコーダー･GPS･防犯ガラス有!!安心して働ける♪

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

担当/古瀬☎22-0866
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
勤務日は相談の上決定。希望収入をお聞かせください♪

さわやか無線センター

無理せず働く！

週休2日制

タクシードライバー
募 集

千歳 正 嘱 タクシー乗務員

未経験者 
歓迎

日勤のみ♪
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〒061-1364
恵庭市下島松221番地 やまかわファーム

担当/山川090-8370-7442

仕　事▶大根の機械収穫、補助作業など
給　与▶時給1,200円　※7:00の休憩中も時給保証
時　間▶ 4:00～10:00位（残業有） 

※7:00頃に休憩有　※時間応相談

仕　事▶大根の選別・箱詰め作業、畑の草取り
給　与▶時給950円
時　間▶ 8:00～15:00（休憩有）

資　格▶未経験者歓迎、性別不問
休　日▶週1～2日　※日数、曜日は応相談
期　間▶6月中旬～10月下旬頃まで　※応相談
待　遇▶労災保険、交通費規定支給、車通勤可、昇給有
応　募▶ まずはお気軽にお電話ください。 

面接時、写真付き履歴書をお持ちください。

早朝

1,200円
時給

60代の男性も元気に活躍中!!

◆ 大根の収穫（早朝）

◆ 野菜の選別・畑の草取り（日中）

《共通項目》

大根収穫!!
恵庭 期 パ 大根の収穫、野菜選別・畑の草取り

登録ヘルパー同時募集！
・生活支援/時給1,150円
・身体介護/時給1,450円

★訪問ヘルパーも募集中♪

けあビジョンホーム恵庭

恵庭市柏木町4丁目9-18
けあビジョンホーム恵庭

資　格▶ ①経験者優遇 ②未経験者歓迎 
③介護支援専門員

給　与▶ ① 月210,000～311,000円 
(夜勤手当5回含む)

　　　　② 時給930円～+夜勤手当6,000円/1回 
※介護福祉士は時給980円～

　　　　③時給1,500円
時　間▶ 7:15～16:15　10:00～19:00 

16:00～翌9:00　※パートは応相談
休　日▶ 正社員/シフト制 

※年間休日110日 
※パートは応相談

待　遇▶ 各社保完備(パートは雇用・労災保険)、
交通費全額支給、車通勤可、 
昇給年1回、賞与年2回、食事補助有、 
永年勤続表彰（5年経過表彰金＋5日
連続休暇)、有給休暇、資格取得サポー
ト制度、特定処遇改善加算

①正社員（介護職・介護支援専門員）正社員 パート

②介護職パート

③介護支援専門員パート

まずはお気軽にお電話ください。 
面接時、写真付き履歴書をお持ちください。

☎0123-39-5550
 070-1391-6264 担当/永野

働く職員も幸せ。
うわさ話、かげぐち禁止の職場を目指しています。

訪問介護事業所2022年7月開設予定！

介護支援専門員 
介護員スタッフ募集

お仕事説明会開催!

場
所 恵庭市民会館　小会議室

日

　時 5/28土
 10:00～、14:00～、 
18:00～

 14:00～、18:00～5/27金

恵庭 正 パ 介護支援専門員、介護員

営業所にて随時登録受付中！出張面接も可能！

㈱クリーンコーポレーション
総合ビル管理･労働者派遣事業(派01-300248)

苫小牧市表町2丁目1-7　王子不動産第一ビル1F

0120-147-551《受付》平日9:00～18:00

仕　事▶ 重機オペレーターのお仕事。ユンボで
のアルミの荷下ろし、仕分け、積込み、
混入物分別作業など

休　日▶土、日
給　与▶月給231,000円　※交通費・残業代別途支給 
時　間▶8:30～17:00（実働7.5h/休憩1h）
勤　務▶週5日

◆ 重機オペレーター/苫小牧

期　間▶ 6月中旬～11月中旬 
※勤務期間応相談

仕　事▶ ブロッコリーの収穫、箱詰め作業
給　与▶時給1,000円
時　間▶8:00～17:00（実働7.5h/休憩1.5h）
勤　務▶週1日～OK

★11月中旬までの短期募集！
★毎年人気の野菜収穫！リピーターさんが多いお仕事♪

◆ 野菜収穫/苫小牧・他 日払い・週払い可

千歳市内送迎有

お仕事無料相談会

千歳市民文化センター　4F　小会議室1
（千歳市北栄2-2-11）

◆9:00～12:005/24 ・火 31火

苫小牧・その他 派 重機オペレーター、野菜収穫

まずはお気軽にお電話ください！
主婦（夫）さん・学生さん・フリーターさん!! 大歓迎です!!

駒そば亭 千歳市柏台南1丁目
5-2（JR南千歳駅すぐ）

仕　事▶ ホール・厨房
時　間▶ 10:00～17:30の間で4～7h　 

（例）10:00～14:00等 
※曜日により変動

勤　務▶週2日～　※応相談
資　格▶ 未経験者歓迎、土日働ける方歓迎
給　与▶ 時給900円～（試用期間3ヶ月/時給889円）
待　遇▶ 社保・雇用保険有、交通費規定支給、昇給有、

正社員登用有、有給休暇有、食事付、制服貸
与、車通勤可（無料駐車場有）

千歳市駒里
農業協同組合

☎40-8816 担当/中村・宮本
【受付時間/11:30～14:00を除く】

千歳 パ ホール・厨房

国籍は問いません

働き方ご相談
ください！

美味しい賄いあります

仕　事▶ 新千歳空港近くのパーキング店で店舗⇔空港間のお客様の送迎を
していただくお仕事です。（マイクロバス乗員20名程度の運転）

資　格▶ 大型もしくは中型限定解除免許 ★年齢・性別不問！
時　間▶ 早番/5:50～13:50　遅番/13:50～21:50 ※各休憩75分
給　与▶ 正/月給150,000～250,000円 ※応相談 

ア/ 時給900円～ ※面接時に希望時給を申告してください。 
※経験･能力を考慮した上で決定いたします。

休　日▶  正/シフト制 
ア/週1日～ ※平日のみ･土日のみOK

待　遇▶ 車通勤可、制服貸与、残業手当、各種研修制度有 
※各種社会保険は勤務時間により法定通り支給

勤務先▶苫小牧市美沢185-31（新千歳空港から車で約3分）

送迎ドライバー急募‼
「あなたに合ったお仕事、ココにあります！」
● 自動精算機導入で、ドライバーが 
精算業務や受付業務をすることはありません！

● バス内には利用案内の動画が流れているので
ドライバーが案内する必要はありません!! 
接客が苦手な人でもご安心ください。

事前申告で
希望日休みOK

有給取得率
ほぼ100％

★まずはお気軽にお電話ください！

080-2860-0248 担当/野田【履歴書応募先】〒053-0054 苫小牧市明野新町2-23-23 ㈱ I.D.M.ノースランド
新千歳空港イツモパーキング 書類選考なし 応募者全員面談 面接１回のみ

未経験者
大歓迎‼

苫小牧 正 ア 送迎ドライバー

年齢・性別不問!
学生寮での調理業務

まずはお電話ください。

ジケイ・スペース株式会社
☎0123-36-2271
〒061-1373 恵庭市恵み野西2-2-11

恵庭 パ 調理

勤務先▶ 恵庭ハイム/恵庭市恵み野西6-17-5
給　与▶ 時給920円～
時　間▶ ①6:30～9:30 ②16:00～19:00 

③16:00～20:30
休　日▶ 日曜・祝日、他シフトによる ※春・夏・冬休み有
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、有給休暇有

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

時　間▶ ①12:00～17:00 
②17:00～22:00 
③22:00～翌7:00

給　与▶ ①、②時給890円～ 
③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
主婦（夫）さん
歓迎!!

☎37-8355 担当/佐々木
【受付時間/10時～18時】

急募！

恵庭島松東町店 
恵庭市 
島松東町 
3-7-8

恵庭 ア パ 店内業務

島松東町店 スタッフ募集!!

千歳支店
〒066-0077 千歳市上長都1050番地1

仕　事▶ 一般クリーニングの仕上げ
時　間▶ 9:00～17:00 

★9:00～16:00もOK！
勤　務▶ 週4日以上（シフト制）
給　与▶ 時給889円
待　遇▶ バス送迎有、交通費規定支給
勤務先▶ エンパイアー千歳支店

千歳 パ 工場軽作業

バス送迎あり! 働きやすい環境です。
電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。 

委細面談にて決定致します。 

☎24-2126【工場内軽作業】担当/吉野

長期パート募集中！

(株)東洋実業 恵庭営業所
恵庭市黄金中央1丁目13-11  クレール黄金1F

応募 ☎33-8225 ［担当］
採用係

仕　事▶施設警備業務
時　間▶ 7:00～12:30、12:30～18:00 

※実働5.5h
給　与▶ 時給889円 

※月収例/13日出勤で63,570円
休　日▶日　※月13日程度の勤務
待　遇▶制服貸与、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ 日本高圧コンクリート(株)千歳工場 

（千歳市北信濃854）

施設警備募集!
千歳 パ 警備

毎年人気なお仕事の募集が今年もスタートです!!

カンタン作業♫ 希望の日数・曜日で働けます！

短期アルバイト

● 今回勤務された方には、今冬お歳暮時期のお仕事を優先案内!!

☎0123-23-5125
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

★詳細は面談にて★

新千歳流通センター（千歳市北信濃863-2）
（担当まで）

鴻池運輸株式会社

前回来てくれた方、時給UPします！

期　間▶6/21～8月初旬（7月のみでも可)
仕　事▶ ①御中元ギフトの包装ライン・検品・積込　 

②運搬作業（包装後のギフトを運搬する作業）
資　格▶ 未経験者歓迎、60歳まで（定年雇い止めのため）
給　与▶ 【運搬作業】時給1,000円 

【包装ライン･検品作業】時給900円 
※経験者は優遇（規定有）

時　間▶ 9:00～16:30（実働6h程度） ※状況による
勤　務▶ 期間中の14～30日 ※応相談
待　遇▶車通勤可（交通費支給有）
勤務先▶新千歳流通センター（千歳市北信濃863-2）

●検温の実施 ●作業時にはフェースシールド支給 ●アルコールの設置 
●密を防ぐために、ソーシャルディスタンスを守ってます。 　　　など

御中元ギフトの

★ 自動包装の機械あります！  
手作業もありますが、カンタンですよ♪

【包装後のギフト製品を積込する作業】
のスタッフ、募集強化中です！

❷運搬作業スタッフ

時給1,000円！!
収入例

30日勤務で

180,000円以上
14日勤務で

84,000円以上

男性
活躍中

★友達と応募もOK！
★主婦・学生さんも歓迎!!

御中元ギフトの包装作業
（ピッキング・包装・検品作業）
★ 土日祝 
だけでもOK！

❶ギフト包装ライン・検品作業

時給900円
収入例

30日勤務で

162,000円以上
14日勤務で

75,600円以上
男女ともに
みなさん
大歓迎!

新型コロナウイルス感染症対策も
万全です!!

女性
活躍中

集まり次第終了！

30名
限定

千歳 ア ギフト包装ライン・検品作業、製品積込作業

●

鴻池
運輸
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勤務先・ 
面接場所はここ


