
2022年5月20日（金） ちゃんと9

恵庭 契 洗浄ライン作業
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、社会保険完備、作業服貸与、交通

費当社規定支給、有給休暇有、能力に応じて昇給有

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㈱ 担当/酒井☎0123-33-9660新車
担当/ 三浦・傳法(デンポウ)☎0123-47-8000

トヨタカローラ札幌
簡単作業! 扶養内OK！未経験者歓迎!

短時間・扶養内勤務も同時募集！
・勤務例/ 9～14時 

13～17時等
・週3日～OK！
・働き方イロイロ！

総合物流センター
恵庭市北柏木町3丁目73 中古車

資　格▶ 下水道工事、法面工事等の経験が
ある方、ユンボ経験年数8年以上

給　与▶ 月給300,000円～

街道建設株式会社 〒061-1405
恵庭市戸磯76番地16

60歳以上の方も歓迎します。
（本社）☎0123-33-8100

（24時間） 090-8638-5842
応募

期　間▶ 即日～翌3月末頃 
※状況による、委細面談

時　間▶ 8:00～17:00
休　日▶ 日曜日・悪天候時、 

GW・お盆・正月（当社規定による）
待　遇▶ 諸手当有、社保有、退職金制度有、

経験・年齢により給与等考慮有

資　格▶ 要普免
給　与▶ 月給200,000円～

②土木作業員

①重機オペレーター

共通項目

恵庭 期 重機オペレーター、土木作業員

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

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

仕　事▶ ホテル内レストランでのお客様のご案内や 
飲食の注文受け・配膳等

給　与▶ 時給1,000円～
時　間▶ 17:00～21:00または22:00 ※応相談

◆レストランホールスタッフ　★正社員登用制度有

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）、昇給有、制服
貸与、ホールスタッフのみ賄い有

共
通
項
目

ホール・清掃スタッフ 
募集♪

主婦（夫）歓迎！WワークOK!

未経験者
歓迎♪

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）

◆客室清掃スタッフ　★女性活躍中！

千歳 パ ホールスタッフ、清掃スタッフ

時　間▶ ［正］8:00～21:00の間で実働8h 
［ア・パ］8:00～21:00の間で実働3～8h（シフト制、応相談） 
　　　 例）8:00～15:00、12:00～21:00など

勤　務▶［正］4週6休　［ア・パ］週3～6日 ※曜日・日数相談に応じます。
給　与▶ ［正］月給160,000円～　［ア・パ］時給889円～ ※試用期間2ヶ月/時給889円～
資　格▶ 未経験者歓迎　　　　　休　日▶ 水曜（定休日 ※水曜が祝日の場合は木曜）
待　遇▶ 交通費1日500円迄支給、制服貸与、各社保完備（正のみ）、正社員登用制度有、車通勤可

応募恵庭市黄金中央1丁目
13-3 ライズY黄金 1階

担当/下出
（しもで）☎33-9608

勤務時間など、
お気軽に

ご相談ください!

かんたんな製造、補助など接客や洋菓子の箱詰め作業

.PNG .AI

未経験者
 歓迎！

募集

 夕方からの洗い物や片付け等の
アルバイト・パートも

恵庭 正 販売ア パ 販売・製造補助

就労継続支援
B型事業所

応募
☎0123-25-6566

仕　事▶ ①布や革で小物の制作（ミシンもあります。） 
②スマホのコーティング施行等 
③施設外就労(農家での軽作業) 
④ネット通販業務

資　格▶ 障がい者手帳・受給者証をお持ちの方。 
（お持ちでない方は手続きの支援いたします。）

給　与▶工賃時給200～最大500円
時　間▶9:30～15:30　※応相談
勤　務▶月～金　※週1日～OK　応相談
待　遇▶ ご自宅付近までの送迎も可、食事有（自己負担/100円）

就労継続支援B型事業所カウピリ
〈勤務先〉千歳市清流2丁目3-4

カウピリ
ぜひ！見学に
来てください！
ご自宅から 

送迎いたします。

障がいのある方の
ための職場です

利用者様と職員がともに支え合う職場です。

在宅就労
応相談

④は経験者 
大歓迎!

千歳 パ 作業スタッフ

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

電話連絡のうえ、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▶即日～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▶ 残業手当有、交通費規定支給、 

車通勤可（無料駐車場有）

大歓迎!!
すぐに
働けます!

時給
950円!

未経験 シニア
の方

主婦（夫）
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

①千歳科学技術大学/千歳市美々
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、車通勤可能な方

入社後すぐに使える特別有休制度有!!

②千歳市役所/千歳市東雲町
給　与▶時給898円
時　間▶7:00～11:00　※実働3h
休　日▶ 土・日・祝
待　遇▶制服貸与、交通費規定支給

④新千歳空港/千歳市美々
資　格▶公共交通機関による通勤が出来る方
給　与▶時給898円
時　間▶7:00～11:00　※実働4h
休　日▶週休2日以上 ※応相談
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、雇用保険加入

③北ガス千歳店/千歳市清水町
給　与▶時給898円
時　間▶5:00～9:30　※実働4h
勤　務▶月・火(週2回)
待　遇▶制服貸与、交通費規定支給

まずはお気軽にお電話ください

清掃員
千歳 パ 清掃

090-9753-1547
平日

☎0123-24-3771
土日

パート

募集

全項目 
未経験者 
大歓迎!

末
広
大
通

幼
稚
園

駅
大
通

JR千歳駅
千歳ステーション

プラザ
千歳郵便局

鉄北通

中央大通←札幌 苫小牧→

交番

送迎バス乗り場MAP
千歳ベースで日中開催の面接会には、
千歳駅裏（スノーショップ駐車場前）
の送迎バスをご利用可能です。 
10時開催→9:12発 
14時開催→13:12発

◆宅急便仕分け
資　格▶ 未経験者・フリーター大歓迎、学生歓迎、高校生不可
給　与▶ 表参照
時　間▶表参照
勤　務▶ 週3日～ ※応相談
待　遇▶ ヘルメット貸与、安全靴貸与、送迎バス有、車通勤可（時間外の場合交通費支給有）

6月
単月もOK

6月･7月の
2ヶ月 《恵庭→千歳》

１ ラルズマート島松店前バス停
２ 恵庭市立図書館前バス停
３ 日本医療大学恵み野キャンパス前
４ 北海道銀行恵み野出張所前
５ 北ガス向かい
６ 園田歯科前（しまむら前 バス停）
７ ほっともっと恵庭柏陽町店向かい
８ 龍仙寺前
９ セイコーマート文京店左向かい
10 セイコーマート美咲野店バス停
11 恵庭第一病院前バス停
12 文教大学前バス停
13 セイコーマートさちづる東店右向かい
14 恵庭黄金郵便局前バス停
15 恵庭駅東口バス停
16 和光会館向かい
17 ほっともっと恵庭和光町店前
18 フジボウル（北千歳駐屯地 バス停）
終点 千歳ベース

《千歳》
１ ヤマト北斗センター前（北斗1丁目バス停）
２ 北千歳駐屯地正門前（北部隊前 バス停）
３  麺's kitchen 天下無双前
４  業務スーパー千歳店裏（旧かど歯科向かい）
５ ラーメン麺太郎前（昼のみ）
６ 長都駅前（ヤマザキショップ）
７ アークス前（すずらん公園 バス停）
８ セブンイレブン勇舞店前 バス停
９ アベイル前（看板の前）
10 ホーマック富士店左向かい（スタンド側）
11 富丘団地入口バス停（昼のみ）
12 富丘4丁目コミセン駐車場前
13 合田治療院前
14 千歳駅裏（スノーショップ駐車所前 バス停）
15 ちびっこランド前（末広5丁目 バス停）
16 光生舎クリーナース前（住吉 バス停）
17 ホクレンショップ前（東郊 バス停）
18 オートバックス豊里店横（パセオ バス停）
19 サツドラ梅ヶ丘店右横
20 セブンイレブン青葉店向かい（手押し信号前）
21 金星ハイヤー前
22 札幌トヨタ自動車前（本町2丁目 バス停）
23 千歳インターゴルフ前（真々地 バス停）
24 泉沢向陽台入口バス停
25 若草3丁目バス停
26 若草4丁目バス停
27 向陽台交番前
28 セイコーマート（柏陽1丁目）向かい
終点 千歳ベース

通勤に便利!
送迎バスを
ご利用ください

勤務時間 6月時給 7月時給 送迎
① 19:30～23:00（実働3.5h） 950円 22時以降1,188円 970円 22時以降1,213円 千歳・恵庭
② 19:30～24:00（実働4.5h） 970円 22時以降1,213円 1,000円 22時以降1,250円 -

③ 19:30～翌4:00（実働7.5h） 970円 22時以降1,213円 1,000円 22時以降1,250円 千歳・恵庭
④ 20:00～24:00（実働4h） 970円 22時以降1,213円 1,000円 22時以降1,250円 -

⑤ 20:00～翌1:00（実働3h） 1,000円 22時以降1,250円 1,100円 22時以降1,375円 -

⑥ 21:00～翌1:00（実働4h） 1,000円 22時以降1,250円 1,100円 22時以降1,375円 -

⑦ 21:00～翌4:00（実働6h） 970円 22時以降1,213円 1,000円 22時以降1,250円 -

⑧ 22:00～翌4:00（実働5h） 970円 22時以降1,213円 1,000円 22時以降1,250円 -

⑨ 23:00～翌4:00（実働4h） 1,000円 22時以降1,250円 1,100円 22時以降1,375円 千歳・恵庭 千歳市泉沢1007-206ヤマト運輸株式会社　千歳ベース
☎0123-48-3812担当/ 越川（こしかわ）

※ 今回の募集は、高校生の方は対象外です。ご了承ください。学生さん、主婦（夫）さん、フリーターさん、みんな大歓迎!!

面接会
にお越しください！

・写真付き履歴書
・黒ボールペン持ち物 ● 各回とも開始時間の5分前までに会場へお越しください。

恵庭市民会館

千歳ベース
❶10:00～ 
❷14:00～
❸19:00～

日22 月235/
土21

❶16:00～
❷18:00～

5/
日22土21

千歳 ア 宅急便等仕分け作業


