
2022年6月10日（金） ちゃんと19

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

☎0120-35-0909
（通話無料/平日9～20時、土日9～18時）

応
募

0909workお仕事イロイロあります！

北日本事業統括部 千歳営業所㈱ジャパンクリエイト 千歳市千代田町5-5-1 戸田ビル2F 労働者派遣許可番号 （派）27-300717 有料職業紹介事業許可番号 27-ユ-300414

オススメ!

仕　事▶ 食パン製造及び仕分け作業
給　与▶ 時給1,000円～ 

※22～翌5時/時給1,250円～
時　間▶ 24時間の間で実働8h　※応相談
勤　務▶ 週4日～ ※休日応相談
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、 

車通勤可、制服貸与、 
退職金有（規定による）

★ 24時間の間で4～5hの短時間パートも同時募集！時給990円～

パンの製造及び仕分け NO.1957-A-01恵庭市恵南

・選べるシフト・選べる時間帯・日払い・週払い可能

・扶養内OK ・Wワーク歓迎・シニアの方も歓迎!!

★千歳営業所で随時登録会開催‼

20名大募集‼
和気あいあい♪
楽しく働ける 
雰囲気のよい職場です！

恵庭 派 工場内作業

時給UP
しました!

〒061-1411
 恵庭市恵南4-1

パートさん募集！！
◆厨房（調理）
時　間▶ 11:00～22:00の間で5.5h 

（早番・遅番シフト制）
勤　務▶ 週3～4日程度（日曜を含む）　※応相談
資　格▶ 未経験者OK　※早番・遅番勤務可能な方
給　与▶ 時給900円～
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、 

勤務後の入浴無料

［担当］ミズタカ☎32-4171
 電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

恵庭 パ 調理

★遅番・早番できる方歓迎 ★経験者大歓迎

〒060-0042 札幌市中央区大通西9丁目3-33
キタコーセンタービルディング4F

まずはお電話のうえ、写真付履歴書を郵送ください。

☎011-271-5237

http://www.kds-net.co.jp/㈱KDS札幌支社労働者派遣事業（派13-040180）

短期スタッフ募集‼
土日休みのデスクワーク♪

期　間▶ 7/1～8/31
仕　事▶書類審査、システム入力等 
資　格▶ 主婦（夫）、フリーター、未経験者歓迎、入力等の基

本的なPC操作ができる方
給　与▶時給1,100円
時　間▶  8:45～17:15（休憩45分）
勤　務▶月～金　　　休　日▶ 土日祝
待　遇▶ 交通費規定支給、条件により雇用保険加入

恵庭 契 ア 事務スタッフ

◆事務スタッフ/恵庭市内

株式会社 ニッコクトラスト担当/大瀬
受付/平日
8:30～17:30

仕　事▶ 営業前の準備、 
カウンター前での料理提供 
食器・鍋釜等の洗浄

時　間▶ 7:00～10:00
給　与▶ 時給930円～
休　日▶ 土日祝、休校日、 

夏季休暇有（8月中旬～9月末）
待　遇▶ 制服貸与、車通勤可、 

交通費全額支給
勤務先▶ 恵庭市黄金中央5丁目196-1 

北海道文教大学内 学生食堂

札幌市北区北7条西2丁目 37山京ビル205号
応
募☎011-737-7510
070-1238-0420

 
 

恵庭 契 調理補助

給　与▶  時給900～1,100円 
※試用期間1～3ヶ月有/時給889円

時　間▶ 10:30～20:30の間でシフト制 
例）11:00～14:00、 
17:00～20:00等

勤　務▶週1日～OK
待　遇▶ 交通費規定支給、昇給有、制服貸与、正社員登用制度有

☎46-2221応募 担当/さいとう

かまど円山 新千歳空港店
千歳市美々新千歳空港ターミナルビル3F

ホール・キッチン
スタッフ 募集

千歳 ア ホール、キッチン

ランチのみ、
ディナーのみ等、
シフトは応相談！

◆扶養内勤務もOK‼　◆フリーターも歓迎‼
◆学生歓迎！ 高校生も可！

◆8tユニック運転手/正社員 
給　与▶ 3年以上の経験者/月給263,750円～280,050円 

未経験者/月給251,016円～

◆4tユニック運転手/正社員 
給　与▶ 3年以上の経験者/月給251,016円～263,750円  

未経験者/月給244,648円～

◆11tユニック運転手/正社員 
給　与▶ 3年以上の経験者/月給270,117円～301,953円 

未経験者/月給263,750円～

仕　事▶ 仮設材、建築資材の運搬
資　格▶ 未経験者可、仮設材運搬経験者、 

要大型免許、小型移動式クレーン資格、玉掛け資格
時　間▶ 8:00～17:00（休憩1h、運行計画により変動有） 

※月平均10～20hの時間外有
休　日▶ 土、日、祝、GW、お盆、年末年始※月平均1～2日の土曜出勤有
待　遇▶ 時間外手当、休日出勤手当、燃料手当、長距離手当

（200km以上）、夜間手当（22時以降）、 
各社保完備、車通勤可、昇給有、退職金制度有

共
通
項
目

4t・8t･11tユニック運転手資格を
活かして働こう！

受付/9～16時
担当/池田☎011-377-4931

まずはお気軽にお電話ください！

北広島市輪厚431-1
北一運輸株式会社

Kitaichi Transportation Co., Ltd.

経験者 
優遇いたします

一
緒
に
頑
張
り
ま
し
ょ
う
！

未経験でも可 !

※固定時間外35h含む、試用期間（最長3ヶ月）/日給10,400円

北広島 正 4t・8t･11tユニック運転手

資　格▶ 無資格OK、ブランクがある方も歓
迎、土日勤務できる方歓迎、介護職
員初任者研修修了（旧ヘルパー2
級）あれば尚可

時　間▶ 16:30～翌9:30　
勤　務▶ 週2日 ※応相談
給　与▶ 夜勤1回16,000円 

（夜勤手当含む）
 待　遇▶ 雇用保険、交通費規定支給、 

社員登用制度有

Wワーク
OK!

小規模多機能型事業所
いこい

憩の郷
さと

夜勤専属 
スタッフ募集

憩の郷い
こ
い

電話連絡の上、写真付履歴書を郵送またはお持ちください。
〒066-0073
千歳市北斗4丁目5番6号☎26-5300

パート　夜勤専属スタッフ

急募
千歳 パ 夜勤専属スタッフ

小規模多機能型事業所

勤務先▶ （株）明治恵庭工場 
恵庭市戸磯47-15

資　格▶ 経験・年齢不問　※定年70歳
時　間▶9:00～15:00　※実働5.5h
勤　務▶ 月17～18日程度 

※勤務日数相談OK
給　与▶時給950円
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

制服貸与、有給休暇、 
記念日休暇有、車通勤可

イオンディライト株式会社
苫小牧市柳町3丁目1-20苫小牧エリアセンター

まずはお気軽にお電話ください。

☎0144-53-3061

★ お掃除のコツも知ることができ、 
お家のお掃除にも役立ちますよ♪

新工場完成に伴い、 
新規清掃スタッフ大募集！

恵庭 パ 清掃

お仕事説明会
動画配信中!

★登録期間1年 
★継続更新可能

・登録制なので、ご都合に合わせて働けます♪

無料動画サイトYouTubeで詳しく 
お仕事について説明しています。

登録制農作業スタッフ

・ 健康で体を動かすのが好きな方にぴったり!

農業パートに興味のある方は 
一度動画をチェック！

性別・年齢 
不問!

JA道央営農生産事業本部 
営農企画振興課

北広島市中央1丁目2番地1無料職業紹介所 JA道央 01-特-000015
☎011-370-1612 担当/古屋
(受付時間 月～金 8:30～17:30 祝日を除く)

応募や動画に関してのお問合せ

資　格▶ 健康で体力に自信のある方、 
車通勤可能な方

給　与▶ 時給930～1,200円（現場による）
時　間▶ 8:00～17:00(現場により変動有)
期　間▶ 即日～11月上旬まで（12～2月休み）

申込時 
履歴書不要です◆ 農作業、収穫作業スタッフ 勤　務▶ 週2～6日　※曜日・日時は応相談

待　遇▶ 労災保険有､交通費規定支給
勤務先▶千歳・恵庭・北広島・野幌・江別、等

▶
動
画
は

コ
チ
ラ
か
ら

・農作業が初めての方でも大歓迎！
・40代～60代の方が多く働いています。

千歳・恵庭・他 パ 農作業､収穫作業スタッフ

勤務先▶千歳市中央
仕　事▶ 野菜乾燥工場での野菜の選別･機械への投

入･検品等の軽作業
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶ 時給1,000円+交通費規定支給 

※22時以降/時給1,250円
時　間▶ ①8:00～16:00 ②9:00～16:00 

③16:00～24:00
勤　務▶月～金曜
休　日▶土･日曜
期　間▶即日～12月末または2月中旬
待　遇▶ 交通費規定支給、各社保完備、残業手当別途

支給、週払い制度有、車通勤可

一般労働者派遣事業（派01-300285）千歳市東雲町
1丁目9-6

★随時面接致します

㈱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。

【月～金曜】9～18時

未経験者大歓迎！

★土･日曜お休み ★週払い制度有

080-5729-7602 （土日祝はこちらへ）
0120-357-337

時給1,000円
22時以降は時給1,250円

千歳 派 野菜乾燥工場での軽作業

葬儀やお墓､遺産相続などいわゆる｢終活｣に関する
アドバイスを行うことができる資格。
葬儀社や保険業の方や､親の終活や介護などを考え
る方々が取得しています。
この資格に必要なの
は知識と人の話をし
っかりと聞くことが
大切です。
他にも､終活カウンセ
ラーや終活マイスタ
ーなど似たような資
格が7つある。

時給

900円 
～

仕　事▶ 駐屯地内の食堂での調理
補助、食器洗浄等

給　与▶時給900円～ 
時　間▶ 9:00～18:00の間で、 

実働6～7h
勤　務▶ 週2～5日 

※シフト制
待　遇▶ 交通費規定支給、 

その他、委細面談
勤務先▶ 陸上自衛隊南恵庭駐屯地 

（恵庭市恵南63番地）
履歴書を右記に 
ご郵送ください。

〒080-0802 帯広市東2条南20丁目4-2
合同会社 インシュピルサン

担当/高橋 ☎0155-29-2151 080-6416-0926

恵庭 ア パ 調理補助、食器洗浄
駐屯地での

調理補助
食器洗浄業務です！

応 募

☎0123-27-0911千歳市北斗4丁目13番20号

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

お気軽に 
お問い合わせください♪

仕　事▶ 「ちゃんと」の配布員さんの
管理、チラシの仕分け等、 
配布業務全般

資　格▶ 未経験者歓迎、 
PC操作(Excel)可能な方、 
車通勤できる方、健康で 
体力に自信のある方

給　与▶時給950円
時　間▶ 9:00～16:00 ※応相談
勤　務▶月～金
待　遇▶ 交通費規定支給、 

正社員登用制度有

千歳・恵庭 パ 配布管理業務員


