
2022年7月8日（金）ちゃんと 8

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）

《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

便利な送迎バスも運行中！

勤務時間 時給 送迎
1   9:00～13:00（実働4h） 950円 -

2 16:00～19:00（実働3h） 1,100円 千歳

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

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

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

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

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

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

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

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

11 23:00～翌4:00（実働4h/休憩1h） 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）
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面接会
にお越しください！

持
ち 
物
・黒ボールペン 
・写真付き履歴書

● 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。

7/ 日土109
千歳ベース ❶10:00～ ❷14:00～ 

❸19:00～
恵庭市民会館 ❶16:00～ ❷18:00～
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千歳 ア 宅急便等仕分け作業

◆3年以上の経験者
給　与▶ 4t/月給251,016～263,750円 

8t/月給263,750～280,050円 
11t/月給270,117～301,953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、玉掛け資格、 

小型移動式クレーン資格、4t/要中型免許、 
8t・11t/要大型免許

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
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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！

北一運輸株式会社
北広島市輪厚431-1Kitaichi Transportation Co., Ltd.

経験者 
優遇いたします

一
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未経験者でも可 !
※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

◆未経験者
給　与▶ 4t/月給244,648円～ 

8t/月給251,016円～

まずはお電話ください。 お問い合わせもお待ちしております。

☎0145-22-3452 担当/佐々木

勇払郡安平町早来富岡254-6 
東海物産㈱北海道工場
■調味料探究会社

仕　事▶ 原料（液体・粉末・ペースト）の投入補助、野菜・畜肉な
どのカット作業 
製造機械・器具の洗浄（調味料を入れる樽やカゴ、装
置や配管の洗浄） 
包装作業（容器に調味料を充填、段ボールに入れる、
パレットへの移動）

時　間▶ 9:00～17:30　※実働7.5h　 
※製造内容や業務により遅番の場合有

◆食品製造補助

仕　事▶ 調味料の包装作業、パレットへの移動等
時　間▶ フルタイム/9:00～17:30　※実働7.5h 

パートタイム/10:00～16:00　※実働5.5h

◆食品包装作業

資　格▶未経験者歓迎、車通勤可能な方
給　与▶時給1,050円～
休　日▶土日祝、他会社カレンダー有
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

無料駐車場有、作業服貸与、試用期間3ヶ月

《共通項目》
★慣れてしまえばすぐに覚えられる簡単な作業です。

土日祝 
お休み

希望休の取得はもちろん、
急なお休みにも対応します！

★千歳・恵庭から車で20～30分程度、静かな道で快適通勤♪

長期安定

安平 契 食品製造補助 契 パ 食品包装

勤務先▶新千歳空港/千歳市美々
仕　事▶ 新千歳空港内にて、各店舗への荷物の配達
期　間▶ 即日～長期　　
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給1,000円
時　間▶ 5:30～14:30、9:00～18:00 ※実働8h 

※出勤時間・勤務時間は応相談
勤　務▶ 週4日～ ※応相談
待　遇▶ 各社保完備（勤務による)、 

交通費規定支給、車通勤可、週払い制度有

学生も可！

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）

千歳 ア 派 配達

正社員3職種募集!!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭市住吉町
2丁目1-3富士交通㈱
担当/金田一☎0123-33-6271

待　遇▶ 社保完備、試用期間3ヶ月有《共通項目》

トラック
乗務員

〈正社員〉 仕　事▶ トラックでの配送業務
時　間▶ 7:00～16:00　※早出、時間外勤務有
勤　務▶ 週5～6日 ※シフト制
給　与▶ 4t/月24万円～ 

8tクレーン付き/月25万円～ 
11tクレーン付き/月26万円～

資　格▶ 中型免許以上

仕　事▶ 新千歳空港専属のタクシー運転手
時　間▶ 日勤/7:30～21:00の間で実働8h
勤　務▶シフト制
給　与▶ 月給18万～30万円
資　格▶ 普通二種以上

〈正社員〉

空港専属 
タクシー 
乗務員

恵庭 正 トラック・バス・タクシー乗務員

仕　事▶観光・送迎バスの乗務員
時　間▶ 6:30～20:00の間で実働8h
勤　務▶シフト制
給　与▶ 月給26万円～
資　格▶ 大型二種

〈正社員〉

大型バス
乗務員

 ★女性も活躍できる♪

マイクロバス 
乗務員も募集中！
【資格】中型二種

仕　事▶ 厨房での調理補助 他
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給890円
時　間▶ 18:00～22:00　※応相談
勤　務▶ 週3～4日　※応相談
休　日▶ 日曜・祝日、第5土曜、 

夏休み（お盆前後1週間）、 
年末年始(12/30～1/3)

待　遇▶ 交通費全額支給、扶養内勤務可、 
ミニボーナス有、有給休暇（入社半年後に付与）

短時間のお仕事です！!

㈱共立メンテナンス ドーミー千歳
〒066-0035 千歳市高台2丁目5-10

担当/市村☎22-5600 【受付/10～16時】
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

千歳 パ 調理

初めての方
料理好きな方 
歓迎★

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▶ 17:00～21:00
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

スタッフ募集!!

千歳市青葉5丁目6-10　http://www.hotal-web.com

時　間▶ ①9:00～15:00、19:00～翌1:00 
②14:00～18:00

給　与▶ 時給940円 
※22:00以降/時給1,175円 
※試用期間/同条件

勤　務▶ ①週2日程度 
②土・日・祝

電話の上､写真付履歴書をお持ちください｡ 担当/國田

ホ テ ル 　 　 　 　 　 ホ タ ル 全室Wi-Fi
完備

0123-40-2077 090-2511-4127

◆ ベッドメイク

千歳 パ ベッドメイク

ちゃんと 検索

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、年4回程度有
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

学校用務員募集未経験者
大歓迎！！

千歳 契 用務員

時　間▶ 9:30～15:30 ※実働5.25h
給　与▶ 時給900円～　※経験者優遇

資　格▶要大型免許
時　間▶ 6:00～22:00の間で実働3h～
給　与▶ 時給1,000円～

勤務日数、勤務時間は応相談

ベッドメイク・送迎ドライバー

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
（千歳第一ホテルに繋がります）

☎0123-27-2000
㈱タスクM 
ホールディングス千歳市幸町

4丁目25-1

2職種募集
◆ベッドメイク

◆送迎ドライバー

勤　務▶週3日～ ※応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可
勤務先▶ 千歳第一ホテル/ 

千歳市幸町4丁目25-1

共通項目

千歳 ア パ ベッドメイク、送迎ドライバー


