
2022年6月24日（金） ちゃんと11

仕　事▶ シーツ、タオルなどの分類や仕上げ、 
たたみ作業等

資　格▶ 高校生以上、未経験者歓迎、 
かけもち勤務OK

給　与▶ 時給950円
時　間▶ ①9:00～16:00 

②9:00～17:00 
③9:00～19:00の間で3h程度 
※扶養範囲内可 
※午前中・午後のみ・17時からのみ等、時間応相談

待　遇▶ 送迎バス有、車通勤可（交通費規定支給）

千歳支店 〒066-0077 
千歳市上長都1050番地1

電話連絡の上、 
写真付き履歴書をお持ちください。 

面接にて決定いたします。 
☎24-2126
【担当】生産課/佐藤

アルバイト募集土 日 祝

時給

950円！
ガッチリ稼げます！

残業で

勤務時間・日数相談にのります！

千歳 ア 工場軽作業

仕　事▶ シーツ、タオルなどの分類や仕上げ、 
たたみ作業等

資　格▶ 16歳以上、未経験者歓迎、 
かけもち勤務OK

給　与▶ 時給889円 
（日・祝は1,000円の手当支給）

時　間▶ ①9:00～16:00 
②9:00～17:00 
③9:00～19:00の間で3h程度 
※扶養範囲内可 
※午前中・午後のみ・17時からのみ等、時間応相談

待　遇▶ 送迎バス有、車通勤可（交通費規定支給）

勤 務 時 間・日 数 相 談にのります！

長 期 パート募集！
日・祝は

1,000円の
手当あり♪

ガッチリ稼げます！
残業で

千歳

千歳支店 〒066-0077 
千歳市上長都1050番地1

パ 工場軽作業

電話連絡の上、 
写真付き履歴書をお持ちください。 

面接にて決定いたします。
☎24-2126
【担当】生産課/佐藤

北海道クリーン開発㈱ 〒053-0016
苫小牧市寿町2丁目3-14

（田口）応 募

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は勤務先にて行います。委細面談。

0120-03-6323
　080-2871-5294

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給889円
時　間▶ ①8:00～11:30 

②14:30～19:30 
※シフト制

勤　務▶ 週5日程度
待　遇▶ 労災保険、制服貸与、 

交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ ちとせモール/ 

千歳市勇舞8丁目1-1

◆ 未経験者大歓迎！ ◆ ブランクある方もOK!
◆ 日数やお休み等ご相談ください♪

千歳 パ 清掃

 レストラン接客
コース売店スタッフ

小樽市稲穂1-3-6
サンモール1番街株式会社ニュー三幸Since1954

期　間▶11月中旬まで
資　格▶ 公共交通機関がない為、車通勤できる方
給　与▶ ①時給950円～  

②④時給900円～  
③時給1,200円～ 
※③は試用期間2ヶ月有/時給1,000円

時　間▶ (a)6:00～12:00 (b)9:00～16:00 
※その他6:00～18:00の間で6h勤務

勤　務▶ 週3～5日 ※応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、 

食事補助有（1食220円）
勤務先▶  恵庭カントリー倶楽部 クラブハウス内 

レストラン（恵庭市盤尻53番地2）

【受付/9～17時】
 ※12～14時は除く

まずは、お気軽にお電話ください。
☎0123-32-3311

①レストラン接客 ②調理補助・洗い場
③調理スタッフ（調理師免許保有者）④コース売店スタッフ

恵庭カントリー倶楽部の

ゴルフ場レストラン

食事補助
あります!

恵庭 ア パ 接客、調理、調理補助、売店

急募

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

勤務日は相談の上決定。週休2日制も相談可！

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。

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許
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

勤　務▶4勤1休
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210,000円～　夜勤/月250,000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）

さわやか無線センター

千歳 正 嘱 タクシー乗務員

★二種免許取得養成制度有!
★異業種からの転職者も歓迎します!

4勤1休！
しっかり稼げる!

未経験者 
歓迎

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）

未経験者歓迎♪
資　格▶未経験者歓迎、自力通勤可能な方
時　間▶9:00～17:00 ※残業の可能性有 
給　与▶ 時給1,000円 

※18時以降25%UP
勤　務▶月～土 
休　日▶日・祝
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

9:00～17:00給与保障、 
週払い可（規定有）

勤務先▶千歳市泉沢

ピッキング・搬入
カップ麺の

スタッフ募集‼

千歳市泉沢

千歳 派 ピッキング、搬入

W
ワ
ー
ク
に
最
適

トヨタレンタ専属人材採用会社
(有)アトムプロジェクト
〒062-0041 札幌市豊平区福住1条1丁目10-1

採用係☎011-836-9095

まずはお電話ください。webからの応募も可能です。
※勤務先にて面談致します。履歴書は不要です。

仕　事▶ レンタカーの車内清掃
期　間▶ 7/1～9/10（短期も可）
資　格▶ 要普免（AT限定可）
時　間▶ 21:00～24:00
給　与▶ 時給1,500円 
休　日▶ 希望日 ★急なお休みもOK
待　遇▶ 車通勤可、交通費規定支給、ウォーターサーバー設置
勤務先▶ 千歳市美々758-137 トヨタレンタカー内洗車棟

アトムプロジェクト　バイト 検 索

時給1,500円

勤
務
日
・
時
間
は
自
己
申
告
!!

残
業
な
し
♪

千歳 ア レンタカーの車内清掃

8:00～21:00の間で3h以上 
勤務ができる方も同時募集！ 
詳しくは右の二次元コードから

短期も可!!
見学歓迎

北星病院医療法人社団 いずみ会
千歳市清流5丁目1-1

☎0123-24-1121
【担当/道下】

資　格▶医療施設等での勤務経験3年以上
給　与▶ 月給191,500円～（経験3年） 

※ 社会福祉士資格保持者は 
資格手当/月10,000円支給

時　間▶ 月～金/9:00～17:00 
土/9:00～12:30

休　日▶4週6休、正月夏期休暇
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤

可、制服貸与、昇給年1回、賞与年2回

北星病院
ソーシャルワーカー

募集！勤務開始日応相談

ホームページの 
LINE友だち追加からも応募OK

千歳 正 ソーシャルワーカー

◆恵庭工場（恵庭市恵南1番地）
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶ 6:00～15:00、9:00～18:00、 

18:00～翌3:00
給　与▶ 時給890円～+交通費規定支給 

※22:00～翌5:00/深夜手当有
休　日▶ 土日　※他工場指定の休日有
待　遇▶ 各種社会保険完備、有給休暇有、 

制服貸与、昇給有（人事考課による）、 
車通勤可、交通費規定支給

株式会社エフビーエス
〒061-1411　恵庭市恵南1番地恵庭工場

☎34-6866
まずはお気軽にお電話ください。

受付/9～17時 
担当/石橋

セブン-イレブンジャパン向けの 
パン生地製造をしている会社です。

スタッフ募集!
パン製造
★正社員登用制度有！ ★土日お休み！

恵庭 パ 製造

期　間▶ 8月中旬～翌3月頃まで 
※次年度以降継続雇用の可能性有

仕　事▶ 玉ねぎ、馬鈴薯等、 
野菜の選別・パック詰め

資　格▶ 未経験者歓迎、自力通勤可能な方
給　与▶時給1,000円
時　間▶  8:30～17:30 ※実働8h
勤　務▶週2～5日 ※応相談
休　日▶ 土日祝　※繁忙期は土、祝出勤の

場合有（時給割増）
待　遇▶ 各社保完備（勤務による）、 

交通費規定支給、車通勤可 

恵庭市戸磯
193-6

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-35-3131
株式会社HAL GREEN

1,000

受付/8:30～17:30
担当/吉岡、片桐

恵庭 パ 野菜の選別・パック詰め

期　間▶ 2023年3月31日まで　※延長、通年も可
仕　事▶野菜の選別・加工等 
資　格▶ 未経験者歓迎 
給　与▶ 時給900円
時　間▶ 8:45～17:00  

※開始・終了時間はご相談ください!!
勤　務▶ 週3～6日で日数応相談  

★日曜日はお休みです。
待　遇▶ 車通勤の方は交通費規定支給、 

JR千歳駅からの送迎有 
※17時までの勤務の方

〒066-0051 
千歳市泉沢1007-134

青果物卸売り

株式会社 北 泉
担当/中野

【受付/平日9～18時】☎28-2695応募

お休み希望うかがいます！
急なお休みにも対応可！

扶養内
OK‼

未経験者 
  歓迎！

千歳 パ 野菜の選別・加工

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！

Qua ity & Discount 恵庭市黄金南
6丁目10番地4

恵庭 パ 惣菜、レジ兼品出し

まずはお電話でお問い合わせください。
後日面接日をご相談させていただきます。 

担当/採用係☎39-5555

◆惣菜 ◆レジ兼品出し

給　与▶ 時給899円
時　間▶ 8:00～13:00
勤　務▶ 日数・休日応相談
待　遇▶ 有給休暇、制服貸与、雇用保険、 

交通費規定支給

共通項目  日数・休日
応相談！親切･丁寧に指導いたしますので未経験者でも安心！

仕　事▶ 学校用務員（トイレ清掃及び事務作業等）
資　格▶未経験歓迎、車通勤できる方
時　間▶7:30～16:00（実働7.5h） 
給　与▶時給920円
勤　務▶月～金 ※土曜日の行事出勤回数4回程度有り
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、制服貸与、有給休暇
勤務先▶千歳市内

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。

◆ 千歳市内の学校の用務員

千歳 契 用務員

学校用務員募集未経験者
大歓迎！！


