
2022年6月3日（金）ちゃんと 14

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♪

恵庭も通勤圏内です♪
仕　事▶ 畑作業全般。 

花、ブロッコリー等の野菜の収穫、選果、 
管理作業等。

資　格▶ 未経験者歓迎、車通勤できる方
給　与▶時給920円
時　間▶ 6:00 or 8:00～17:00 

（3hからOK）
勤　務▶ 週2～6日（応相談） ※時期により繁忙期有 

※土日だけでも可
期　間▶11月末迄（多少変動有）

千歳市
釜加74番地2明成香農園㈱

あ せ か のうえん

スタッフ募集!!
WワークもOK

090-2813-5277
まずはお気軽にお電話ください。面接時履歴書は不要です。

※繁忙期のため、携帯におかけください。㈹☎22-1700

受付/8～17時
担当/東海林

千歳 ア パ 農作業

仕　事
◆正/倉庫内作業員

リフト作業や若干の手作業をお願いします。▶

仕　事
◆ア/倉庫内作業員

検樽作業のみ　※リフト作業はなし▶

普通自動車免許をお持ちの方
フォークリフト・クレーン・玉掛け免許保持者優遇
▶

日曜日　土曜日隔週　※他、会社カレンダー
社会保険完備、賞与年2～3回、車通勤可
退職金制度、交通費規定支給(月9000円迄)
▶

8:00～17:00(残業あり)
※一ヶ月半毎に2～3回の夜勤あり

▶

▶

正/月給16万5000～22万1200円▶

資　格

給　与

時給890円▶給　与

時　間

8:00～15:00
※変動あり　※月平均13～15日で要相談

▶時　間

休　日

日曜日　土曜日隔週　※他、会社カレンダー▶休　日

待　遇

送迎あり　(送迎範囲：恵庭、千歳)▶待　遇

倉庫内作業スタッフ倉庫内作業スタッフ
フォークリフト・クレーン・玉掛け免許保持者優遇フォークリフト・クレーン・玉掛け免許保持者優遇

正社員＆アルバイト正社員＆アルバイト
――  同 時 募 集 中  ――――  同 時 募 集 中  ――
40～50代多数活躍中!!40～50代多数活躍中!!

☎0123-32-3167/採用担当までまずはお気軽にお電話ください！

室蘭海陸通運株式会社 札幌支店
恵庭倉庫事業所 恵庭ビール事業所
恵庭市戸磯573番地13(JR「サッポロビール庭園駅」より徒歩4分)

恵庭 正 ア 構内作業スタッフ

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

千歳市日の出1丁目1-66千歳店

2名募集☎26-6660応募

給　与▶ ［一般］時給938円 ［学生］時給890円
時　間▶ 8:30～13:00、8:30～16:00　
勤　務▶週3～4日（土日祝のみでも可）

千歳市勇舞8丁目1-1長都店

給　与▶ ［一般］時給910円 
［学生］時給890円

時　間▶ 8:30～13:00　※応相談

1名募集☎23-7667応募

待　遇▶ 制服付与、交通費規定支給、 
車通勤可

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32

〈共通項目〉

[応募］希望の店舗に電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。担当/店長

Web応募

千歳 ア パ デリカ

Web応募

デリカ
スタッフ の募集です

今
回
は 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 
★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、交通費当社規定支給、社会保険

完備、作業服貸与、有給休暇有、能力に応じて昇給有

恵庭市北柏木町3丁目73

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㈱ 総合物流センター

担当/酒井☎0123-33-9660新車

担当/ 三浦・傳法(デンポウ)☎0123-47-8000中古車

女性も多数
活躍中！

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！

恵庭 契 洗浄ライン作業

WEBで手軽に
おシゴト探し

いつもの
移動時間

検索ちゃんと 求人ナビ

でも

WEBなら

毎週木曜日
更新中！

https://chanto.biz/qnavi/

おシゴト探せる♪

(株)ホテルニュー王子 機内食事業部
千歳市美々 新千歳空港 ケータリングビル内〒066-0012

お電話のうえ、写真付履歴書を郵送ください。
【受付】平日10～17時
【担当】渡邊・野原☎46-5983

◆ 機内食調理補助スタッフ
時　間▶ 【短時間勤務】5:00～9:00、16:00～20:00 

　　　　　　実働4h（休憩なし） 
【フルタイム】5:00～14:00、12:00～21:00 
　　　　　　実働8h（休憩1h） 
※ 勤務時間は配属部門によって異なります。 
勤務時間は固定です。

休　日▶週休2日　※シフト制
◆ 航空機内使用物品セットスタッフ
時　間▶ 7:00～16:00、9:00～18:00実働8h（休憩1h）
休　日▶月8～10日　※シフト制

給　与▶時給900円
待　遇▶ 福利厚生、交通費支給（弊社規定による）、 

従業員駐車場有（1,500円/月）、 
従業員食堂有（230円/食）

共通 
項目

千歳 パ 機内食調理補助、物品セットスタッフ

［パート］介護職員
資　格▶ 無資格OK（介護職員初任者研修修了、介護福祉士

資格あれば優遇）
給　与▶ 介護福祉士/時給1,200円～ 

初任者研修修了/時給930円～ 
無資格・未経験者/時給890円～

時　間▶ ［日勤］①7:00～16:00 ②9:00～18:00 
　　　③10:30～19:30 
［夜勤］④18:00～翌9:00  
★すべてのシフトに入れなくてもOK！ 
　日勤のみ・夜勤専従等、幅広くご対応致します。

休　日▶ シフト制
待　遇▶ 社保完備（勤務による）、昇給有、交通費規定支給、

有給休暇（100%消化可能）、車通勤可（無料駐車
場有）、処遇改善加算手当（年2回支給）、 
正社員登用制度有

グループホーム ぬくもりの里 ㈱サンボウ
千歳市住吉４丁目８番１４号

夜勤帯≪夕～翌朝のケア≫
夕食の片付け、就寝準備手伝い、

夜間の見守り・ケア、

朝食準備等

お買い物・医療施設受診同行、
身体ケア、
食事・入浴介助、
食事の調理、
お話し相手等

日勤帯≪生活サポート≫

お電話の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。
受付/9時～18時
（人事担当直通）090-3399-5886

千歳 パ 介護職員

☆無資格OK！
☆働きながら
資格取得も可能

☆経験よりヤル気重視

仕　事▶ 【夏期】草刈、落ち葉、ルーフドレン等の外構清掃 
【冬期】除雪中心、館内清掃も有

資　格▶不問、未経験者歓迎
給　与▶ 時給900円
時　間▶  8:00～17:00、7:00～16:00、 

6:00～15:00　※実働7.5h
勤　務▶ シフト制
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、交通費規定支給
勤務先▶ 千歳市開基記念総合武道館/千歳市あずさ1丁目3-1

仕　事▶ ホール、廊下、各室、トイレ等の日常清掃

資　格▶未経験者歓迎

給　与▶ 時給889円

時　間▶ 7:00～16:00　※実働7.5h　※延長有

休　日▶土曜日、他シフト制

待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可

勤務先▶ 千歳市総合福祉センター/千歳市東雲町2丁目34

千歳市総合福祉センター（契約社員）

清掃 募集スタッフ

(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。

千歳市開基記念総合武道館（契約社員）

千歳 契 清掃

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

お電話またはメールにてご連絡ください。 担当/高橋、松田【電話受付/10～19時】

☎0123-46-5829 chitose@matsuo1956.jp

仕　事▶ ホール中心の接客、 
レジや厨房のお手伝い等

給　与▶ 一般/時給958円～ 
高校生/時給928円～

時　間▶ 9:00～21:00の間で3～8h 
（応相談）

勤　務▶ 週2～6日（応相談）　※シフト制
待　遇▶ 各社保完備、昇給制度有、 

交通費規定支給（上限5万円）、 
制服貸与、食事補助有、 
従業員割引有、有給休暇有、 
昇給制度有

時間帯
相談可

大急募!!
パート・フリーター
短時間/長時間 両方可能‼

新千歳空港店フードコート店/千歳市美々新千歳空港3F松尾ジンギスカン

千歳 ア パ ホール・キッチン

・未経験者の方も大歓迎♪
・ 平日忙しくて週末しか時間がない 
主婦（夫）の方、土・日だけでもOK！

◎ 月2回、希望でシフト作成なので 
予定が立てやすい♪
◎ オーダーはタッチパネル導入で 
複雑な操作なし！

◎ お子さんの急病や学校行事、 
長期休みなどにも対応できます！

★フォロー体制は万全です★
幅広い年代が活躍中！


