
2022年7月15日（金）ちゃんと 10

◆小麦の受け入れと水分量の検査
仕　事▶ 収穫された小麦の受け入れと水分量の検査

になります。検査終了後は受け入れ先までト
ラックの誘導をお願いします。積み降ろし作
業はありません。雨天時中止

期　間▶７月下旬～２週間程度
時　間▶ 10:00～19:00
勤　務▶ 週5日（シフト制） 

◆倉庫内での馬鈴薯仕分け作業（案件No.G-000851)
仕　事▶ サイズ別に箱詰された馬鈴薯の仕分けを 

していだだきます。
期　間▶8月中旬～12月下旬
時　間▶ 8:30～17:30
勤　務▶週2～4日（シフト制） ※応相談

株式会社　北海道支店
■一般労働者派遣(派13-01-1084)　〒060-0013 札幌市中央区北13条西18丁目1-8

受付時間 
9:00～18:00
（土日定休）

☎011-640-7003

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は希望地で行います。

作業スタッフ
幅広い年代の男性が毎年活躍中！

短期

JR北広島駅より
送迎有

勤務先▶ 千歳市東丘（東千歳）
給　与▶ 時給950円～
待　遇▶ 車通勤可（交通費規定支給）

共通
項目

千歳 派 馬鈴薯仕分け、小麦検査

◆ラーメン泰我

時　間▶10:00～14:00、18:00～22:00
勤　務▶シフト制　※週3日程度

時　間▶ ①10:00～17:00 ②17:00～22:00 
③10:00～22:00の間で応相談 
※①～③で選択 
※ランチのみ、夕方のみも可

勤　務▶シフト制　※週1日～OK

◆らーめん一騎

仕　事▶注文受け、レジ、簡単な調理補助等
資　格▶未経験者歓迎、主婦（夫）・学生歓迎
給　与▶ 時給950円～　※土日祝は+50円
待　遇▶ 車通勤可、食事付き、昇給有

希望の店舗へお電話ください。

☎0123-23-7000千歳市花園3丁目7-18
らーめん一騎

☎0123-26-5567
千歳市朝日町3丁目17-2
ラーメン泰我

店内業務 
スタッフ

募 
集

扶養内勤務・WワークOK！
時給

50円UP！土日祝は

正社員登用制度有　月給220,000円～

共通項目

千歳 ア パ 店内業務

千歳市上長都1124-5千歳工場

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-1380 受付/8～18時
担当/山内

仕　事▶事業所内施設の清掃業務
資　格▶ 未経験者歓迎、年齢不問、要普通 

免許（マイカー通勤可能な方）
給　与▶ 時給890円
時　間▶  ①9:00～12:00 ※実働3h 

②8:00～17:00の間で実働3h
※応相談

休　日▶ 土日祝、ＧＷ、お盆、年末年始 
（会社カレンダーによる）

待　遇▶ 労災保険、昇給年1回有、交通費規
定支給、有給休暇有、車通勤可

勤務先▶千歳市上長都

マイカー通勤可能な方歓迎!
清掃スタッフ募集 未経験者 

歓迎！

千歳 パ 清掃

仕　事▶ レジ、接客、清掃、品出し等
資　格▶ 未経験者歓迎、長期勤務できる方、 

土日祝勤務できる方 
※教育期間中は平日に勤務可能な方

時　間▶ ①12:00～17:00 
②17:00～22:00 
③22:00～翌7:00

給　与▶ ①②時給890円～ 
③時給1,113円～

勤　務▶ 週3日～相談OK 
たくさん働きたい方も応相談

待　遇▶制服貸与、車通勤可
応　募▶ 電話の上、写真付履歴書を 

お持ちください。

フリーターさん
主婦（夫）さん
歓迎!!

☎37-8355 担当/佐々木
【受付時間/10時～18時】

急募！

恵庭島松東町店 
恵庭市 
島松東町 
3-7-8

島松東町店 店内業務 
スタッフ募集！

恵庭 ア パ 店内業務

恵庭市柏木町 
4丁目9-18

けあビジョンホーム恵庭

けあビジョンホーム恵庭

けあビジョンホーム

恵庭市島松寿町 
2丁目12

けあビジョンホーム恵庭島松

けあビジョンホーム恵庭島松

資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶  時給930円 

※介護福祉士有資格者は時給980円
時　間▶ 7:15～16:15、10:00～19:00 

16:00～翌9:00　※パートは応相談
休　日▶ 応相談

☎0123-39-5550
 070-1391-6264 担当/永野

☎0123-36-0100
 070-1391-6264 担当/永野

登録ヘルパー同時募集！
・生活支援/時給1,150円　・身体介護/時給1,450円

資　格▶介護支援専門員（①は 経験者優遇）
給　与▶ ①月210,000～311,000円 

　(夜勤手当5回含む) 
②時給1,500円

時　間▶ 7:15～16:15、10:00～19:00 
16:00～翌9:00　※パートは応相談

休　日▶ 正社員/シフト制 
※年間休日110日　※パートは応相談

①介護支援専門員/正社員

②介護支援専門員/パート

訪問介護職員/パート

待　遇▶ 各社保完備(パートは雇用・労災保険)、交通費全額支給、車通勤可、昇給年1回、賞与年2回、有給休暇、資格取得
サポート制度、特定処遇改善加算、食事補助有、永年勤続表彰（5年経過表彰金＋5日連続休暇)

共通項目

ご希望の勤務先にお電話のうえ、面接時に写真付き履歴書をお持ちください。

一緒に働く元気な仲間を
募集します!

働く職員も幸せ。うわさ話、かげぐち禁止の職場を目指しています。

正 パ 介護支援専門員、介護員、看護師恵庭 正 パ 介護支援専門員パ 訪問介護

夏休みの 
間だけでも
OK！

期　間▶7月21日～8月20日
仕　事▶ ホテル客室用品（シーツ、タオルなど）の 

分類及び仕上げ、包装作業など
資　格▶ 高校生以上、未経験者歓迎、 

かけもち勤務OK
時　間▶ 9:00～17:00（休憩70分）
給　与▶ 時給1,100円
勤　務▶週3～5日
待　遇▶ 送迎バス有、車通勤可

未経験者歓迎
高校生OK!

短期7月21日～ 8月20日

募集‼短期 アルバイト

時給1,100円!!

千歳支店 〒066-0077 千歳市上長都1050番地1

履歴書（写真付）に、送迎バス・車利用の有無を記入の上、郵送 
またはお持ちください。採否は文書郵送にてお知らせいたします。

☎0123-24-2126
【受付/9～17時 担当/佐藤】

★以前当社で働いた方は電話してください!!

千歳 ア 工場軽作業

お盆に出勤 
できる方を
積極採用!!

30名
募集!!

6月操業の新工場です

スタッフ4名増員募集！

まずはお気軽にお電話ください。 
※面接日、入社日、休日や夕方以降の面接も応相談。応募の秘密は厳守いたします。

仕　事▶ ホテルで使用されるシーツやタオルなどの入荷・洗濯～
乾燥、ロール機投入、ハンガーアップ、たたみ、プレス、 
出荷準備等。一部設備トラブル対応や、縫製業務も有。

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶月190,000円～
時　間▶8:30～17:30　※実働8h　休憩1h
休　日▶月8～9日　※年間休日107日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、無料駐車場有、 

昇給有、残業手当、皆勤手当、有給休暇、慶弔休暇、 
試用期間2ヶ月(同条件）

勤務先▶千歳市上長都4番地3

◆ リネン工場の生産スタッフ

 080-7958-2936 採用担当千歳市上長都4番地3

◆ 当社は、連結売上高900億円以上、グループ連結従業員6,000名以上の、不動産総合マネジメント会社である「ザイマックスグループ」の一員です。

株式会社　ザイマックスカレス北海道

★ 一緒に働きやすい環境を作ってくれる、新しい仲間を大募集！
★ 安定企業の一員として活躍してください！

未経験者も 
大歓迎

新しい環境で 
気持ちよく働けます♪

千歳 契 リネン工場の生産

勤務先▶JR新千歳空港駅
仕　事▶ JR新千歳空港到着の列車内清掃、座席回転、

ゴミ処理、その他、及び駅舎清掃
資　格▶ 60歳未満の方 

※定年後は嘱託社員として65歳まで勤務可
時　間▶ ① 8:50～翌8:55 

（一昼夜交代制/実働14時間10分）
　　　　② 8:50～16:40 

（実働7時間5分、休憩45分） 
※シフト制

給　与▶ 月給157,500円 
※試用期間6ヶ月（同条件）

休　日▶月6日、シフト制
待　遇▶ 各社保完備、昇給年１回、賞与年２回、 

有給休暇、交通費規定支給、制服貸与
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。担当/安藤

北海道クリーン・システム㈱ 札幌鉄道支店 空港営業所
千歳市美々JR新千歳空港駅舎内■JR北海道グループ

正社員

清掃員募
集

☎0123-45-7160  080-2877-3015

★男性活躍中!　★若干名募集!

千歳 正 清掃

【製造】空気中の細かいほこりなどを除去した環
境の作業室。ほこりや髪の毛が混入しないよう
に、クリーンスーツを着用して作業する。出入口
にはエアシャワーを設置し、外部のほこりなどが
入り込まないように配慮されている。

クリーン
ルーム

知ってるようで、
 知らない

㈱北海道グリーンハウス
札幌市中央区北3条西2丁目8番地　さっけんビル2F

担当/おぐら☎011-232-2430
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。面接は勤務先で行います。

早番手当支給！給　与▶時給1,000～1,100円
時　間▶ 5:00～14:00、 

10:00～19:30（実働8h）　※シフト制
勤　務▶週3～5日

❷調理補助/パート

❸食器洗浄/パート
給　与▶時給891円
時　間▶ 17:00～19:30(実働2.5h) 

18:00～19:30(実働1.5h)
勤　務▶シフト制　※固定勤務も可

資　格▶調理師免許
給　与▶月240,000円　（みなし残業代60,030円含む）
時　間▶ 5:00～19:30（実働8h）
休　日▶シフト制　※月8日程度
待　遇▶賞与年2回、寒冷地手当支給

❶調理/契約社員

勤務先▶恵庭南病院
待　遇▶ 各社保完備（時間数による）、交通費規定支給、 

制服貸与、車通勤可

《全体共通項目》

契約社員・パート募集！
恵庭 契 調理パ 調理補助、食器洗浄

7月中旬～8月上旬スタート♪

仕　事▶  マイクロバスで行う工場従業員の送迎業務 
※苫小牧沼ノ端～苫小牧柏原

資　格▶ 中型限定解除以上
給　与▶ 時給1,200円 ※試用期間3ヶ月(同条件) 

※月収例/240,000～260,000円程度（月22日）
時　間▶  5:00～10:00、17:00～22:00（基本パターン）
勤　務▶  週2～6日 ※シフトも可、午前・午後のみも可
休　日▶ 土曜の午後、日曜、ＧＷ・お盆・年末年始
待　遇▶ 社会保険完備、車通勤、 

有給休暇（入社6ヶ月後に10日付与）

募 集
送迎ドライバー

千歳市千代田町6－8 平和駅前ビル3階A号室
（株） スターロードシステム北海道支店

電話の上、写真付き履歴書をご郵送ください。 

担当/栗
ク リ ス ノ

巣野
☎0123-25-9280
080-7334-1007

苫小牧 パ 送迎ドライバー


