
2022年5月27日（金）ちゃんと 14

まずはお気軽にお電話ください。

仕　事▶ホール業務、洗い場、調理補助
給　与▶時給900円～ ※試用期間/時給890円
時　間▶ ①10:30～14:30　②18:00～22:00 

※シフト制、前後有
勤　務▶週2～6日　　　休　日▶月曜日(定休日)
待　遇▶制服一部支給、賄い有、社員登用有
勤務先▶ イタリア酒場宙(恵庭市恵み野西2丁目2-14）、 

生蕎麦焼き鳥炉端煽(恵庭市恵み野西2丁目2-8）、 
昔風中華蕎麦そうすけ(恵庭市恵み野西1丁目8-3）

恵庭市恵み野西2丁目2-8
YUSHIN GROUP ユーシングループ

★7月に新店OPEN予定！オープニングスタッフ同時募集♪

☎0123-21-8809 担当/溝口

昼パート・主婦（夫）さん
夜アルバイト・学生・フリーター

歓迎！
恵庭 ア パ ホール・キッチン

GOR
IRAAA

＼仕事探すなら／

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

ローソン自衛隊東千歳駐屯地店 千歳市祝梅1016

☎22-2241 ※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。

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▶ ①5:00～10:00 ②5:00～14:00、 

③8:00～14:00(土日のみも可)、 
④14:00～23:00 ⑤17:00～23:00

給　与▶  時給960円 
※5:00～8:00までは時給1,000円 
※19:00～22:00までは時給1,000円 
※22:00～23:00までは時給1,200円

勤　務▶ 週2日～
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、社会保険有
勤務先▶ 陸上自衛隊東千歳駐屯地内（千歳市祝梅1016）

◆東千歳駐屯地内店舗
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

仕事内容が
選べます!

直売所スタッフ募集!

勇払郡安平町
早来富岡210-20

仕　事▶ 花と野菜の直売所「サックルズファーム」で
の店内業務（レジ打ち、商品の陳列、袋詰め
など）、配送業務

資　格▶ 未経験者・経験者ともに歓迎、 
車通勤できる方（公共交通機関が少ない為）

給　与▶  時給900円～
時　間▶8:30～17:00の間で実働7h（休憩1h）
休　日▶月10日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、有給休暇、 

社員割引有

受付/平日9:00～17:30　　担当/笠井
☎0145-26-2800
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

明るく
和気あいあい
とした職場です!

未経験者歓迎

残り2名の 
募集です！

安平 ア パ 直売所業務

仕　事▶ ①朝届いた荷物のバーコードをタブレット端末でスキャンしお客様情報を入力 
　(スマートフォンなどの文字入力がで出来ればすぐに覚えられます。） 
②登録した荷物を配車別に仕分けする（極端な重量物はほかのスタッフが運びます。） 
　※一週間程度の研修有

資　格▶未経験者歓迎、主婦（夫）歓迎、学生歓迎 
給　与▶時給1,000円～
時　間▶  5:00～8:00の間で2～3h　※勤務時間調整可能
勤　務▶ 週1～5日　※応相談(平日のみOK　曜日の固定も応相談)
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場有）、制服貸与 

千歳市流通2丁目3-10
千歳旭ヶ丘
営業所ヤマト運輸㈱

まずはお気軽にお電話ください。担当/水戸

080-5451-8588

ヤマト運輸宅急便 
「早朝」仕分けスタッフ募集

★バイトデビュー歓迎
★お友達との応募も可

★WワークOK
★短期・長期選べます

コープさっぽろパセオすみよし店、スーパーアークス千歳店から車で約5分！

スキマ時間や学生さんの 
長期休みのアルバイト、 
定年後の方も歓迎します

年齢・性別問わず活躍中！

千歳 ア パ 宅急便仕分け

あなたの「好き！」を
活かしませんか？

営業募集

仕　事▶ 生活情報紙｢ちゃんと｣の広告・企画営業
資　格▶ 要普免、千歳・恵庭市内在住の方、エクセル操作できる方
給　与▶ 月220,000～420,000円
時　間▶ 9:00～18:00（休憩95分） 

※月曜日は若干の残業があります。
休　日▶日曜日、隔週土曜日 ※月6～8日 
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、昇給・賞与有（業績に

よる）、諸手当有、車通勤可、試用期間1～3ヶ月位有

千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

写真付履歴書をご郵送ください｡
書類選考の上、後日ご連絡致します。

☎0123-27-0911

〒066-0073 千歳市北斗4丁目13-20

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

生活情報紙 「ちゃんと」 の営業スタッフを募集します。

千歳・恵庭 正 営業

1,100円時
給

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

電話連絡の上、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）

［恵庭市戸磯］電子機器の部品製造 ★増員募集
仕　事▶ プリント配線基板検査・製造業務。素材の穴あ

けや、切断等、機械を使用した作業が中心です。
重労働はありません。

期　間▶ 即日～長期　　
資　格▶ 未経験者歓迎、資格不問
給　与▶ 時給1,100円 

※22時以降深夜割増（時給1,375円）
時　間▶ 8:30～17:00、20:30～翌5:00 

※シフト制
勤　務▶ 4勤2休または5勤2休（会社カレンダーによる）
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、無料P有、各社保完備

★もくもくと軽作業ができる!
★しっかり稼ぎたい方にオススメ!
★未経験者歓迎！

長期安定!

恵庭 派 部品製造

仕　事▶ 恵庭市内の農家での農作業、 
収穫作業

資　格▶ 18歳以上、車通勤可能な方 
※健康な方、未経験者歓迎、経験不問

給　与▶ 5～8時/時給1,079円 
8～17時/時給930円

時　間▶ ①5:00～8:00 
②5:00～12:00 
③8:00～17:00 
※その他可能な時間帯で調整可

期　間▶即日～10月末頃まで
待　遇▶ 労災保険有、 

交通費規定支給 
（1日300～500円）

勤務先▶恵庭市内の農家

人材雇用確保事業恵庭地区運営協議会
JA道央 恵庭・北広島営農センター 営農振興課

《事務局》
担当/松村・高畠（たかばたけ）

☎0123-36-8916
【受付時間 月～金（祝日除く） 9:00～16:00】

〒061-1352 
恵庭市島松仲町 
2丁目10-14

自然の中で体を動かしながら 
働いてみませんか？
一週間毎に勤務先を紹介していますので、 
休日の調整もしやすいと思います。 
農作業が初めての方、定年退職された方、
お子さんをお持ちの主婦の方大歓迎 !! 
ご連絡お待ちしております。

大募集!
農作業パートさん
恵庭 パ 農作業、収穫作業スタッフ

給　与▶ ①②時給1,700円　③時給1,440円
時　間▶ 8:00～17:00　※実働8h
休　日▶ 土日祝、お盆休暇（8/13～8/21）、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇制度、制服貸与、交通費規定支給
勤務先▶ ㈱IHIアグリテック構内(千歳市上長都1061-2)

お電話の上、面接時に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-4368
（札幌本社） ☎011-787-3443
 miyoshi-konpou-3443@m7.dion.ne.jp

千歳市上長都1061-2 ㈱IHIアグリテック構内
三好梱包商事㈲ 千歳事業所

一般労働者派遣事業(派01-301226)

① 溶接工 
（未経験者可）

2名募集

③ マシンオペレーター 
機械加工・検査業務 
（ワークの取付・取外し） 
1名募集

1名募集

② パソコン業務 
（PCに堪能な方、データ作成）

募集‼ 沢山のご応募 
お待ちしております♪

派遣スタッフ
千歳 派 ①溶接工②パソコン業務③マシンオペレーター

認知症高齢者の日常生活支援・介護のお仕事です

未経験者には丁寧に指導しますので
安心して働けます。
ブランクある方も勿論OKです。

給　与▶ 日給20,420円～ 
（処遇改善手当+夜勤手当を含む） 
実務者研修修了者又は、介護福祉資格所有者には 
資格手当支給 
※試用期間3ヶ月間は処遇改善手当支給なし

時　間▶ 17:00～翌9:30（休憩1.5h実働15h） 
月5回～回数ついて、相談に乗ります

資格取得支援制度有!!

◆ケアスタッフ/契約社員・パート

◆夜勤専従スタッフ/契約社員

◆共通項目

グループホーム向陽台 千歳市白樺2丁目1-1

☎0123-28-5888 担当/水谷
電話連絡を頂いた後、面接日を決定します。

面接時に写真付履歴書・資格証をお持ちください。

給　与▶ 契約社員/時給1,054円（処遇改善諸手当含む） 
パート/時給1,028円（処遇改善諸手当含む） 
実務者研修修了者又は、介護福祉資格所有者には資格手当支給 
※試用期間3ヶ月間は処遇改善手当支給なし

時　間▶ 契約社員/ 早番7:30～16:00 
日勤9:00～17:30 
遅番10:30～19:00 
夜勤・明/17:00～翌9:30 
（休憩1.5h、実働7.5h） ※シフト制

　　　　パート/3h～ ※応相談
勤　務▶ 契約社員/4週8休（月21～22日） 

パート/週2日～ ※応相談

資　格▶無資格・未経験者・要普通免許
待　遇▶ 労災適用、各社保完備（勤務時間による）、交通費規

定支給（契約社員は2km以上/上限12,000円、パー
ト/上限10,000円、夜勤勤務回数により上限有）、
車通勤可（無料駐車場有）

経験者大歓迎!

千歳 契 パ ケアスタッフ

時　間▶ 8:30～17:30　※7:30～16:30の場合有
給　与▶ 月額172,000円～ 

家族手当/10,000円/人
待　遇▶ 交通費規定支給、賞与年2回、燃料手当年2回

◆社会保険・雇用保険有
収集運搬ドライバー /本社（千歳流通）

女性が大活躍♪

時　間▶ ①8:30～12:00（実働3.5h） 
②8:30～15:30（実働6h） 
※シフト制

給　与▶時給1,200円～
休　日▶ 土・日、週4日程度の勤務
待　遇▶交通費規定支給

◆雇用保険有　◆扶養内勤務可
収集スタッフ /本社（千歳市流通）

☎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

〒066-0019

千歳 正 運搬ドライバーパ 収集スタッフ

Web応募も 
出来ます!

事業許可番号/労働者派遣事業 派 13-010538 
有料職業紹介13-ユ-010554

千歳市幸町6丁目18-3 千歳駅前ビル2F
ランスタッド株式会社 千歳支店

（受付時間/9:00～18:00）
℡050-1744-6601

【契約社員】部品の削り作業
期　間▶即日～3ヶ月以上
仕　事▶ 手のひらサイズ～両手サイズの部品をペンタイプの機械で削るお仕事です。座ったままで作業します。
給　与▶時給1,000円　※月収例:19.3万円～（月平均21日勤務・残業20hモデル）
時　間▶ 8:25～17:20（実働8h/休憩55分）
休　日▶土・日・祝日
勤務先▶恵庭市　※JRサッポロビール庭園駅から徒歩圏内です。

【契約社員】工具を使った軽作業
期　間▶即日～3ヶ月以上
仕　事▶ 大型の製品本体の中の部品を取り換えたり、ネジを外したりするお仕事です。 

※重たいものを運ぶなどの作業はありません！
給　与▶時給1,150円　※月収例:20万以上～（月平均21日勤務・残業20hモデル）
時　間▶ 8:30～17:00（実働7.75h/休憩45分）
休　日▶土・日・祝日
勤務先▶千歳市　※JR長都駅より徒歩圏内です。

【短期】部品を乗せるだけのライン作業
期　間▶即日～7月末頃まで　※状況により延長をお願いする可能性有
仕　事▶ 手のひらサイズの薄い部品を、流れてくるラインに乗せる作業です。
給　与▶時給1,100円
時　間▶ ①8:30～17:30　②20:30～翌5:30（実働8h/休憩60分）　※①②どちらか固定・交替でもOKです！
休　日▶土・日
勤務先▶千歳市　※マイカー通勤推奨

【共通項目】
待　遇▶ 各種社会保険完備、交通費規定支給（上限4万円）、残業手当有、無料駐車場完備

JR通勤OKのお仕事♪見学会も随時実施中です！

詳細は 
面談にて

千歳・恵庭 契 加工派 ライン作業




