
2022年7月22日（金） ちゃんと11

札幌市中央区大通西10丁目4
南大通ビル㈱カネイ

【事務所内の床、トイレ等の清掃】
給　与▶�時給900円
時　間▶�8:00～12:00の間で実働3h�※応相談�

例/8:00～11:00、9:00～12:00等
休　日▶�土日祝
待　遇▶�交通費規定支給、労災保険、制服貸与
勤務先▶�恵庭市戸磯604�★車通勤OK!!�

★目の前にバス停有！通勤に便利♪

未経験歓迎
年齢不問

まずはお気軽にお電話ください。面接は恵庭市内で行います。
担当/我妻☎011-208-4646

丁寧に教えます

何歳からでも
チャレンジOK！

恵庭 パ 清掃スタッフ

千歳市桜木3丁目1-1
ラブアリス千歳桜木児童通所支援センター

☎0123-23-0081採用担当

見学してからの応募OK!まずはご連絡ください。

lovealice.chitose@gmail.com

★正社員も同時募集♪

パート募集パート募集
無資格OK!無資格OK!

資　格▶�教員免許、保育士、児童指導員要件を満たす方、�
無資格でも応募可、要普通免許

時　間▶13:00～18:00�※時間応相談
給　与▶�有資格者/時給1,000円〜�

無資格者/時給950円〜
勤　務▶週2日～
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

制服貸与、試用期間6ヶ月有

増員募集

千歳 パ 児童デイサービススタッフ

Qua ity & Discount

365恵庭店
恵庭市黄金南
6丁目10番地4

恵庭 パ お寿司、レジ

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

◆お寿司

◆レジ

給　与▶�時給899円
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！

時　間▶�8:00～13:00

時　間▶�16:00～21:00 農作業パートさん募集！農作業パートさん募集！
勤務期間、日数、時間に細かく応じます。

仕　事▶�種まき、草取り、収穫などの農作業全般
資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶�時給900円〜
時　間▶8:30～17:00の間で応相談
勤　務▶�週1日～�（平日のみ）
期　間▶�随時～11月　�

※翌年4月から再雇用の可能性有
待　遇▶�交通費規定支給、労災保険

恵庭市下島松116番地�出
で ぐ ら

倉農場
☎090-3468-6988応募：携帯にお電話ください。
受付/12～13時または18時以降
担当/出倉（でぐら）

※�作業中で出られない場合がありますが、メッセージ
を残していただけましたら折り返し致します。

未経験者 未経験者 
歓迎歓迎

外で体を外で体を
動かしませんか！動かしませんか！

恵庭 パ 農作業

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！

仕　事▶�手作業での野菜のカット、移動補助及び工場内作業全般
資　格▶未経験者歓迎、経験・資格不問
給　与▶時給889円
時　間▶�8:00～17:30　※休憩1.5h
勤　務▶�週3～6日　※希望応相談�

※日曜日休み
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、�

服装自由、送迎有、社員登用制度有

【受付/午前中】

まずはお電話ください。�
面接日時・勤務開始日は相談に応じます。

☎0123-29-3320
千歳市上長都1160-21トライフード（株）

野菜カット･箱詰め
★送迎します！！ 日数応相談!

千歳 ア パ 工場内作業
親切･丁寧に指導いたしますので未経験者でも安心！

仕　事▶�浴場の清掃等
資　格▶未経験者可、学生・年配の方も歓迎
時　間▶�7:30～11:00（実働3.5h）
給　与▶時給920円
勤　務▶�シフト制（週3日程度）�

※年末年始はお休み
待　遇▶�労災保険、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可

学生・年配の方も学生・年配の方も
歓迎!歓迎!

未経験者未経験者
歓迎!歓迎!清掃員募集清掃員募集

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。

◆ 千歳基地厚生センター（男・女パート）

千歳 パ 清掃

パパーーララーー恵み野恵み野 まずはお気軽にお電話ください。 
面接には写真付履歴書をお持ちください。☎36-4114恵庭市恵み野西1丁目4番

受付/平日9〜17時

◆ 駐車場スタッフ/恵庭市・北広島市
仕　事▶�店内床のモップ拭き、駐車場のゴミ拾い、分別等
給　与▶時給889円
時　間▶�7:30～11:00（休憩15分）
勤　務▶週3日程度

◆ 清掃スタッフ/恵庭市・北広島市
仕　事▶�店内清掃全般、トイレ、玄関等の清掃、�

（お客様の周り）空き缶・ゴミ回収
給　与▶�時給900円〜�

※22時以降は、時給25％アップ
時　間▶�13:00～23:00（実働4～6h）
勤　務▶週3日程度

資　格▶�未経験者歓迎
待　遇▶制服貸与、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶�恵庭市恵み野西1丁目4�

北広島市中央3丁目6-1

共通項目仕　事▶�アミューズメント施設内の厨房にて、
簡単な調理業務

給　与▶時給900円
時　間▶�9:00～15:00の間で3～5h程度
勤　務▶週2～3日

◆ 厨房スタッフ/恵庭市

恵庭・北広島 パ 清掃、厨房

スタッフ募集!スタッフ募集!
清掃 厨房 時間 時間 

 応相談 ! 応相談 !

仕　事▶�コープさっぽろの宅配システム「トドック」の�
商品仕分けと配送車への積込み作業

資　格▶�主婦（夫）・シニア歓迎
時　間▶7:00～9:30　※出勤時間要相談
給　与▶�時給910円�

※祝日勤務は時給＋30円�
※試採用期間3ヶ月/時給889円

勤　務▶週5日
休　日▶土曜、日曜
待　遇▶�各社保完備（試採用終了後）、車通勤可、�

制服貸与、慶弔見舞金等共済会

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

〈受付〉月～金/9～21時　�土/9～18時　※日曜休み
☎0120-502-112トドック

コールセンター
■生活協同組合　〒066-0077 千歳市上長都3-1

コープ宅配システム
トドック千歳センター

朝朝のの時間時間をを
有効活用有効活用
しませんか？しませんか？

20〜50代の 
方が活躍中!

主婦（夫）、シニア、
未経験者大歓迎！ ★共済推進スタッフ同時募集中！主婦（夫）歓迎！ 

ブランクOK!

千歳 ア パ 仕分け・積込みスタッフ

千歳・恵庭・他 派 ①資材運搬②材料投入・機械操作③自動車部品の目視検査④製造補助・運搬

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

生活情報紙生活情報紙 配布管理業務員配布管理業務員

お気軽に お気軽に 
お問い合わせください♪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

・正社員登用有！・正社員登用有！

・未経験者歓迎！・未経験者歓迎！

千歳・恵庭 パ 配布管理業務員

密封することで汚れやホコリか
ら商品を守るプラスチックフィ
ルムです。
通常のビニール袋とは違い、
熱を当てると収縮して商品に
ピッタリ張り付きます。

ス
ー
パ
ー
の

シ
ュ
リ
ン
ク
パ
ッ
ク

お仕事で使
う

お仕事で使
う

アレアレってなってな〜〜んだんだ
？？

勇払郡安平町早来富岡210-20
株式会社北海道興農社

［短期アルバイト］とうもろこしの収穫・選別・箱詰め［短期アルバイト］とうもろこしの収穫・選別・箱詰め
期　間▶8月上旬～10月末
仕　事▶�とうもろこしの収穫・選別・箱詰め等
資　格▶���経験者・未経験者ともに歓迎�

車通勤できる方（公共交通機関が少ない為）

ひとつひとつ教えますので、初心者でも安心して働けます♪

【受付】平日9:00～17:30
担当/笠井☎0145☎0145--2626--28002800

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

給　与▶�時給900円
時　間▶�8:00～16:00の間で7h（休憩1h）
休　日▶�月8～10日�※要相談
待　遇▶�交通費規定支給、労災保険有

8月上旬

10月末10月末
まで

▼とうもろこしとうもろこし のの

バリバリ働きたい方バリバリ働きたい方
必見!!必見!!

とうもろこしの後には とうもろこしの後には 
かぼちゃの収穫作業があります！かぼちゃの収穫作業があります！

収穫収穫・・選別選別・・箱詰め箱詰め

安平 ア とうもろこしの収穫・選別・箱詰め

千歳

千歳市根志越572-94平和物産株式会社

時給時給11,,100100 円 〜円〜!!!!

☎0123-24-5403 090-3462-5605

15名15名募集!!募集!!
短期アルバイト短期アルバイト

給　与▶時給1,100円〜�
期　間▶�8月下旬～12月上旬頃�

※変動の場合有　※次年度再雇用の可能性有
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費実費支給（上限有）、車通勤可

共
通
項
目

ア 配送、食品加工

◆配送ドライバー（4tダンプ、ハイエースを使用）

資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許、年齢・学歴不問�
リフト経験があれば尚可

時　間▶��8:00～17:00（休憩1h）
勤　務▶�週3日程度（応相談）

・インディアン水車で獲れた鮭を加工場に配送�
・加工後の商品を冷凍倉庫（苫小牧）まで配送�
・他、工場内の清掃作業有�
※�配送作業が無い時は鮭の加工作業やダンボール詰め等
をお願いします。
※状況により運転・早出・残業手当支給

◆鮭の加工スタッフ�★急なお休みも対応可能！

資　格▶�未経験者歓迎
時　間▶�9:00～17:00の間で実働3～6h、時間応相談
勤　務▶�週2～4日程度（応相談）

・�鮭を機械で洗浄しダンボールに箱詰めする作業
・他、工場内の清掃作業有


