
2022年6月10日（金） ちゃんと17

【正社員】2～3名
仕　事▶ 豚が快適に過ごせる環境を整え、順調に発育する

ように管理するお仕事です。適性に合わせて①繁
殖部門②肥育部門のいずれかに配属となります。 

資　格▶要普通免許
給　与▶ 月給205,000～235,000円+諸手当
時　間▶ ①7:30～17:00　②7:00～16:30
休　日▶ 週休2日（シフト制）　
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、車通勤可（無料駐車場有）、

交通費実費支給（月24,500円まで）、昼食代補助
制度有、賞与年1回、試用期間6ヶ月、再雇用制度
有（65歳まで）、福利厚生倶楽部（リロクラブ）

まずはお電話のうえ、写真付履歴書を郵送ください。
☎0123-40-6175 担当/総務 村上 

〒066-0011 千歳市駒里2297
おおやファーム株式会社

千歳 正 農場管理
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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）

7月
単月もOK

7月･8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 7月時給 8月時給 送迎
1   9:00～13:00（実働4h） 1,000円 950円 -

2 16:00～19:00（実働3h） 1,100円 1,100円 千歳

3 19:30～23:00（実働3.5h） 970円 22時以降1,213円 950円 22時以降1,188円 千歳・恵庭

4 19:30～24:00（実働4.5h） 1,000円 22時以降1,250円 970円 22時以降1,213円 -

5 19:30～翌4:00（実働7.5h/休憩1h）1,000円 22時以降1,250円 970円 22時以降1,213円 千歳・恵庭

6 20:00～24:00（実働4h） 1,000円 22時以降1,250円 970円 22時以降1,213円 -

7 20:00～翌1:00（実働5h） 1,100円 22時以降1,375円 1,000円 22時以降1,250円 -

8 21:00～翌1:00（実働4h） 1,100円 22時以降1,375円 1,000円 22時以降1,250円 -

9 21:00～翌4:00（実働6h/休憩1h） 1,000円 22時以降1,250円 970円 22時以降1,213円 -

10 22:00～翌4:00（実働5h/休憩1h） 1,000円 22時以降1,250円 970円 22時以降1,213円 -

11 23:00～翌4:00（実働4h/休憩1h） 1,100円 22時以降1,375円 1,000円 22時以降1,250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。

Wワーク 
OK！

千歳 ア 宅急便等仕分け作業

恵庭市民会館

千歳ベース
❶10:00～ 
❷14:00～
❸19:00～ 日12 月136/

土11
❶16:00～
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6/
日12土11

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

千歳 期 公園管理

〒066-0281 千歳市支笏湖温泉 支笏湖ビジターセンター内

まずはお気軽にお電話ください。

☎25-2453
自然公園財団支笏湖支部一般

財団法人

受付/10:00～15:30
担当/木林・佐々木

期　間▶7月上旬～9月中旬頃まで
仕　事▶ 国立公園支笏湖地域の特定外来 

植物オオハンゴンソウの除去作業。除去した 
雑草をトラックに積込み集積所まで運搬します。

資　格▶ 要普通免許（車通勤可能な方）
時　間▶  8:30～17:30
給　与▶日給7,500円
勤　務▶上記期間内で20日程度 ※シフト制（主に平日）
待　遇▶ 交通費規定支給 

オオハンゴンソウ

短期スタッフ募集
支笏湖ビジターセンター

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▶ 8:00～13:00、 

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

週2日
1日1h
   だけ！

㈱清
せ い  ふ う  ど う

風堂 札幌市東区北16条東1丁目
2-15 グランメールアサヒ1F

採用係☎011-748-6868
まずはお気軽にお電話ください!!面接は現地または近隣で行います！

オフィスビルの清掃スタッフ募集
シニア・未経験者も大歓迎！！

勤務先▶ 恵庭市漁町29-1 
★エコバス「シティホール前」停徒歩3分

仕　事▶ 共用部掃き拭き、 
事務所内掃除機かけ等 
※女子トイレ清掃含む

給　与▶ 日給1,500円
時　間▶ 7:30～8:30（1h）
勤　務▶月・木または火・金（選択可）
待　遇▶ 制服貸与

恵庭 パ 清掃スタッフ

電話連絡の上、写真付履歴書を持参またはご郵送ください。

【受付/9～17時】
担当/里見☎35-3020

給　与▶ 時給890円～
時　間▶ 【シフト例】 

月・金/9:00～19:00 
火・木/9:00～17:00 
水・土/9:00～12:00

休　日▶ 日曜・祝日、お盆、年末年始
待　遇▶ 雇用保険、交通費支給（規定

有）、制服貸与、有給休暇有
勤務先▶ （株）北央商事 大町調剤薬局 

（恵庭市大町3丁目2-16）

大町調剤薬局
恵庭市大町3丁目2-16〒061-1424

《医療事務募集》

《薬剤師募集》（パート）応相談

恵庭 パ 医療事務

扶養内
勤務可

まずはお気軽にお電話ください。
受付/10～17時
担当/山野下☎0123-22-8831

仕　事▶ 施設管理、販売促進企画、他
資　格▶Excel、Wordの基本操作必須
給　与▶月給180,000円
時　間▶ 8:00～17:00、 

9:00～18:00 
※実働8h、シフト制

休　日▶週休2日　※土日祝出勤有
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、 

交通費規定支給、車通勤可、 
昇給年1回、賞与年2回

勤務先▶ ちとせモール 
（千歳市勇舞8丁目1-1）

ショッピングセンターでの

千歳市勇舞8丁目1-1
㈱エルディちとせモール管理センター

施設管理スタッフ 募 集

千歳 契 施設管理

仕　事▶ ①箱折り作業　②封筒作り（発送用、スタンプ押し） 
③製品のシール貼り作業 
④PCによるネット販売の登録、梱包、発送業務等

資　格▶ 障がい者手帳、受給者証をお持ちの方 
（手帳をお持ちでない方もご相談ください。）

報　酬▶工賃/1日950円
時　間▶10:00～14:00　※応相談
勤　務▶月～金 ※応相談　※土日祝はお休み
待　遇▶ 無料送迎有、食事有（自己負担/100円）、 

余暇活動有

就労継続支援B型事業所 ジョブタス千歳勇舞事業所 千歳市勇舞6丁目7番地2
◆事業所番号/0111100905

障がいのある方のための 
お仕事です。

まずはお電話ください。

☎0123-29-4980

★ 完全送迎・遅刻・早退すべて対応します。

千歳 他 製作他

ミートマルシェ「B-style’s」
新千歳空港国際線ターミナルビル2F

千歳市柏台南
1丁目1-9（株）

仕　事▶ 肉や惣菜などの調理、畜産加工品・テイクアウト
商品などの接客・販売、品出しなどの店内業務

資　格▶未経験者歓迎、主婦（夫）、フリーター歓迎
給　与▶ 時給930円～ 

※7:30～9:00/時給1,030円～ 
※試用期間（最大3ヶ月）/時給910円

時　間▶7:30～20:30の間で5～8h
勤　務▶週3～6日　※応相談
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、昇給有、 

年末年始手当、制服貸与、正社員登用制度有
勤務先▶ミートマルシェ「B-style’s」

【受付/9時～17時】　担当/羽根田（はねだ）
☎0123-49-3366

まずはお気軽にお電話ください。 

◆早朝7:30～9:00は時給 円～！1,030
◆大学生・専門学校生も大歓迎！
◆勤務開始日はご相談ください。

勤務日数・扶養内勤務、相談に応じます！

千歳 ア パ 販売、調理補助


