
2022年5月27日（金）ちゃんと 12

仕　事▶ レストランバーでのホール・接客業務。 
ゆくゆくはドリンク作り等もお願いします。

時　間▶  10:30～22:30の間で5h～　※応相談
給　与▶ 時給930円～　 

※試用期間（勤務30日）は時給900円
勤　務▶ 週2日～　※時間や曜日固定勤務も可
待　遇▶  各社保完備、交通費全額支給、制服貸与、食事

補助有、昇給年1回（規定有）、 
資格取得制度有、有給休暇

千歳市美々 新千歳空港国内線 ターミナルビル3階（市電通り食堂街）
The Earth rook&tarry

お酒の基礎知識がなくても大丈夫！

まずはお気軽にお電話ください。
【受付/10～22時】　【担当/笹崎】☎46-3959

日本バーテンダー
協会加入店舗

千歳 ア パ 接客

アルバイト募集♪

山崎製パン㈱札幌工場 恵庭市恵南10-1

まずは、お気軽にお電話ください。

★ WワークOK!　夜勤大歓迎
★ フリーシフトで予定に合わせて働ける

仕　事▶ パン・和洋菓子・弁当等の製造補助および仕分け 
（ベルトコンベアを利用した仕上げ・盛り付け等の
ライン作業）

時　間▶ 昼勤/9:00～18:00（休憩1h）、14:00～18:00 
夜勤/19:00～翌4:00（休憩1h）　 
※生産量に応じ、2h程度の残業の可能性有

資　格▶ 未経験者歓迎 
※ 食品衛生上マニキュア・付け爪・ひげは禁止、 
貴金属類の着用不可

★中央バス｢山崎製パン札幌工場前｣から徒歩5分

☎0123-34-1128 《受付》9～18時
人事採用担当まで

働き方はいろいろ！

即日～6月末まで 短期から長期
への移行も可

主婦(夫)､ 
学生大歓迎

恵庭 ア 製造

給　与▶ 昼勤/時給920円 夜勤/時給1,000円 
※22～翌5時は深夜時給1,250円 
★月末月初手当あり！　 
（実働6h以上の方が対象。合計6日間、最大6,000円） 
毎月末3日間と毎月初めの3日間は、 
1日出勤ごとに1,000円支給

待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場完備）、勤務
日にパンのお土産有、当社製品社内販売有、格安食
堂完備（パン食は無料）、制服貸与、近郊エリア無料
送迎バス有

メニューの注文伺い、食事の提供、
退席後の片付け、コース売店での
商品販売、簡単な調理作業、etc.

募集

どちらもOK！
長期 短期

ゴルフのことがわからなくても大丈夫！
楽しくお仕事しませんか？

ザ・ノースカントリーゴルフクラブ店

株式会社 サッポロライオン
千歳市蘭越26番地

資　格▶ 未経験者・主婦（夫）・学生歓迎 
※交通手段が不便な為、車通勤できる方歓迎 
※JR千歳駅までの送迎も可

給　与▶ 時給1,030円
時　間▶ ①6:00～10:00（早番） 

②10:00～18:00の間で3～5h 
※ 希望時間帯応相談（希望時間帯の固定勤務）

勤　務▶ 週1～5日で日数・曜日応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可（無料駐車場有）、

食事補助有（1食220円）

採用係☎0120-115-529
面接時履歴書不要！まずはお電話ください。【受付/10～20時】

（サッポロライオン採用受付センター）

◆週1日～相談OK!
◆土日だけOK!

千歳 ア パ 接客・販売・調理

仕事
内容

ホールスタッフ
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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

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！

20名
限定

千歳 ア ギフト包装ライン・検品作業、製品積込作業
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勤務先・ 
面接場所はここ

㈱日本デイケアセンター札幌支店

無資格･未経験者歓迎‼

お電話またはメールにてご応募ください。《担当/寺西》

☎011-206-8582

勤務先▶千歳市内病院
仕　事▶ 患者さまの身の回りのお世話等、看護補助業務全般
給　与▶ 月給172,000～184,000円 ※経験考慮
時　間▶ 日勤/7:00～20:30（実働8h、休憩45分） 

夜勤/16:30～翌8:30（月5～7回） 
※勤務日数、時間は応相談

休　日▶ 4週8休+祝日相当数
待　遇▶ 社保完備、扶養内勤務可、車通勤可、 

交通費規定支給（上限3万円)、無料駐車場有

sapporo@nihon-daycare-center.co.jp

札幌市中央区大通西8丁目2-39　北大通ビル7F

■労働者派遣業 派13-010809

夜勤のみも
歓迎‼

千歳 派 看護助手

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-26-2191 《担当》
つのだ

仕　事▶ 新車、中古車の販売業務、軽整備、他
資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許（AT限定OK）
給　与▶ 月160,000円～ 

※例/月200,000円以上も可能 
※試用期間1～6ヶ月/時給889円～

時　間▶ 10:00～19:00（実働8h）
休　日▶ 4週8休、他シフト制、年末年始 

※会社カレンダーによる
待　遇▶ 各社保完備、業績賞与年2回、 

燃料手当、交通費規定支給、車通勤可、 
カップ式飲料機使い放題

スターオート
千歳市東雲町5丁目7-3 株式会社スターオート 千歳店

http://starauto1995.com/

正社員
募集!

短時間のパート事務員さんも同時募集

千歳 正 販売、軽整備

★経験者歓迎 !
★車好きな未経験者歓迎‼

仕　事▶ レンタカーの受付等 
※ 仕事を覚えて、もっと頑張りた
い方は時給UP！

資　格▶ 経験者歓迎、要普通免許（AT限定OK）
給　与▶ 時給900円～
時　間▶ 7:30～19:00の間でシフト制  

※応相談
勤　務▶ 週3日～ ※シフト制 

※土・日曜のみ・Wワーク等応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

カップ式飲料機使い放題

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-26-2191《担当》つのだ

ニコニコレンタカー千歳市東雲町5丁目7-3 
千歳東雲町店

事務スタッフも同時募集！
1日3～5h 
週2、3日で応相談！

短
時
間 時

給 889円～

千歳 ア パ レンタカー業務

期　間▶ 即日～長期（3ヶ月毎の更新制）
仕　事▶ 事務所内で窓口受付や電話取次ぎ、 

文書受付や会館貸出などの庶務・一般
事務業務、その他補助業務

資　格▶ パソコン操作できる方、 
普通自動車運転免許

給　与▶時給950円
時　間▶  8:50～17:00の間で実働5h程度
休　日▶ 土・日・祝日ほか年末年始 
待　遇▶ 各社保完備、車通勤可

庶務・一般事務スタッフ募集

勤務時間 
ご相談ください

小さなお子様がいても安心！
予定に合わせて調整OK!!

扶養内 
勤務OK

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-34-1111 ［担当］
周防（すおう）

恵庭市京町
80番地恵庭商工会議所

恵庭 パ 庶務・一般事務

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

千歳市北陽1丁目2-1フードD365千歳店
担当/加々谷☎27-5370

勤務日数・休日応相談!!

Qua ity & Discount スタッフ募集！

給　与▶ 時給899円
時　間▶ 8:30～13:00、 

13:00～17:00
勤　務▶週3～4日
待　遇▶ 雇用保険（勤務時間により加入）、 

有給休暇有、制服貸与

◆レジ

扶養内 
  勤務可♪

千歳 ア パ レジ

ちゃんと 検索

親切･丁寧に指導いたしますので未経験者でも安心！

仕　事▶ 浴場の清掃等
資　格▶未経験者可、学生・年配の方も歓迎
時　間▶ 7:30～11:00（実働3.5h）
給　与▶時給920円
勤　務▶ シフト制（週3日程度） 

※年末年始はお休み
待　遇▶ 労災保険、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可

学生・年配の方も
歓迎!

未経験者
歓迎!清掃員募集

日本管財サービス株式会社
〒066-0015　千歳市青葉8丁目3番1号

担当/高倉
☎24-0800電話連絡の上､写真付履歴書を 

お持ちください。

◆ 千歳基地厚生センター（男・女パート）

千歳 パ 清掃

0120-116-377
受付時間/8:00～18:00　定休日/土・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

とりあえず登録もOK！

お仕事多数！ 
Webで見つけよう♬

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

新規オープンにつき大募集‼

◆  新規オープンのクリーニング工場
でのカンタン仕分け/千歳市

時　間▶ 8:30～17:30 
※ 繁忙期は月10～15h
程度の残業有

給　与▶時給1,100円～
休　日▶ シフト制（日曜日＋平日）

◆ 粉製品のピッキング /恵庭市

時　間▶ 8:30～17:30、 
20:30～翌5:30 
※選択可

給　与▶時給1,200円～
休　日▶土日

時　間▶8:00～17:00
給　与▶時給1,080円
休　日▶ 日曜+他1日　※シフト制

★3ヶ月程度の短期

★体を使って働きたい方にピッタリ

★高時給！経験が生かせる
◆ 機械製造工場でのオペレーター /千歳市

時　間▶8:00～17:00
給　与▶時給1,400円～
休　日▶土、日、祝日
◆ 超簡単！シール貼り /千歳市

千歳・恵庭 派 工場内作業、オペレーター、シール貼り、ピッキング

まずはお電話ください！




