
2022年7月29日（金）ちゃんと 16

仕　事▶接客、レジ、品出し等の店内業務全般 
資　格▶ 未経験者歓迎、学生可
給　与▶ 高校生/時給920円 

一般/ 時給970円 
※試用期間100h/時給970円

時　間▶  ①8:00～13:00(実働5h) 
②12:00～17:00(実働5h) 
③17:00～21:00(実働4h)　※時間応相談

勤　務▶ 週1日～　※応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

千歳市東郊2丁目1番17号
シャトレーゼ千歳東郊店

まずはお気軽に 
お電話ください。 ☎0123-40-6660

は
土 日 U

P
時
給30円祝

千歳 ア パ 店内業務

時　間▶16:00～18:30（実働2.5h）
勤　務▶週2～3日程度　※車通勤可
休　日▶日曜日

◆流通3丁目/デイサービス

時　間▶10:00～15:00（実働4.5h）
勤　務▶月24日程度、シフト制

◆新千歳空港/ベッドメイク

時　間▶16:00～19:00（実働3h）
勤　務▶週5日　※車通勤可
休　日▶日曜日

◆新富1丁目3-5

時　間▶7:00～16:00（実働7h）、7:00～11:00（実働4h）
勤　務▶月24日程度、シフト制

◆新千歳空港/国際線ターミナル

Wワーク 
  OK！

給　与▶時給890円
待　遇▶交通費規定支給共通項目

千歳市美々新千歳空港内 ターミナル アネックスビル2F

受付/9～17時
※日・祝を除く

■総合施設管理 千歳支店日興美装工業㈱

まずはお電話の上、面接の際に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-1171

清掃スタッフ募集中
＼千歳市内のお仕事です♪／

千歳 ア パ 清掃

資　格▶ 要普免（AT限定可）、介護職員初任者研修修了（旧
ヘルパー2級）あれば尚可、介護福祉士有資格の方
は、生活相談員兼務、資格手当支給

時　間▶ 8:15～17:15（休憩1h）
休　日▶ 完全週休2日（日曜+他1日、シフト制）、祝日、 

年末年始（12/31～1/3）
給　与▶ 月給176,000～230,000円(各種手当含む) 

※年齢・介護経験のある方は金額考慮致します。
待　遇▶ 制服貸与、交通費支給（月6,000円迄）、賞与年2回有、

試用期間3ヶ月、各種社会保険完備、有給休暇有 
※車通勤希望の方、駐車場あります。

介護職員 募集!
★日曜・祝日楽々お休み!
★介護未経験者も大歓迎!!

●  デイサービス未経験の方は是非、今までとは違う介護
を体験してください。

● 施設の見学だけでも大歓迎です。是非ご一報ください。

デイサービスセンター
らいふてらす恵庭中島 恵庭市中島町1丁目11-3

HP▶http://life-terrace.jp/ 是非ブログをご覧ください！ 興味を持って頂けるはず♪
メールアドレス▶terrace.eniwa@gmail.com

まずはお気軽に
ご連絡ください！ ☎0123-34-8130
※パート勤務ご希望の方も遠慮なくご相談ください。

恵庭 正 介護職員

向陽台店

スタッフ1名募集!!

時　間▶ 17:00～21:00 ※要相談
給　与▶時給889円～
勤　務▶週3～5日
待　遇▶ 交通費規定支給、 

車通勤可、有給休暇

まずは、お気軽にお電話ください。

レジ兼品出し

千歳市白樺2-3
向陽台店

☎0123-28-3511担当/鎌田

千歳 ア レジ兼品出し

★学生さん大歓迎★

1,100円時
給

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）

［恵庭市戸磯］電子機器の部品製造 ★増員募集
仕　事▶ プリント配線基板検査・製造業務。素材の穴あ

けや切断等、機械を使用した作業が中心です。
重労働はありません。

期　間▶ 即日～長期　　
資　格▶ 未経験者歓迎、資格不問
給　与▶ 時給1,100円 

※22時以降深夜割増（時給1,375円）
時　間▶ 8:30～17:00、20:30～翌5:00 

※シフト制
勤　務▶ 4勤2休または5勤2休（会社カレンダーによる）
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、無料P有、各社保完備

★もくもくと軽作業ができる!
★しっかり稼ぎたい方にオススメ!
★未経験者歓迎！

長期安定!

!

恵庭 派 部品製造

定年退職後の方や
シニア層の方も
歓迎!!

勤務開始日、面接日も
ご相談ください

仕　事▶  新千歳空港関係者専用ゲートにて、 
入出場者の確認業務。通行証の確認や、 
出入者に対してのセキュリティ管理が 
主なお仕事です。

資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶  時給1,000円 

 ※法定研修20h有/17,780円支給
時　間▶ 6:30～21:30の間で実働5～8h 

※1年単位の変形労働時間制での勤務シフト
休　日▶週休2日、シフト制　※年間休日105日 
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、 

国家資格取得制度有（警備員業務検定/
費用当社負担）

勤務先▶ 千歳市平和/新千歳空港国際貨物ターミナル

〒004-0877 札幌市清田区平岡7条3丁目8-22 
平清警備株式会社

☎011-885-4141担当/山田

まずはお電話のうえ、
写真付履歴書をお持ちください。

応募

30,000円支給!

入社祝い金
入社3ヶ月後

未経験者歓迎
資格取得制度有

千歳 契 施設警備員

仕　事▶ 草刈補助作業(集草、積込み、ガード作業等)
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶基本給/月180,000～250,000円
勤　務▶ 週5～6日
休　日▶ 日・祝
待　遇▶ 各社保完備

千歳市根志越189-180 
千歳総合メンテサービス有限会社

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-26-1643

働きませんか？
一緒に

業務多忙
業務拡大 急募!に

つ
き

千歳 契 草刈補助

札幌市東区北34条東20丁目5番11号三好梱包商事㈲派遣事業部 一般労働者派遣事業(派01-301226)

給　与▶ 時給1,440円　※工場経験者優遇
時　間▶ 8:00～17:00　※実働8h
休　日▶ 土日祝、お盆休暇（8/13～8/21）、 

年末年始（12/29～1/4）、GW
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇制度、制服貸与、 

交通費規定支給
勤務先▶ 千歳市上長都　第3工業団地

（千歳事業所） ☎0123-22-4368
お電話の上、面接時に写真付履歴書をお持ちください。 ☎011-787-3443（札幌本社）
 miyoshi-konpou-3443@m7.dion.ne.jp

派遣スタッフ
①製造・農業機械組み立て
②機械加工・プレス・溶接

20~30名大増員募集
ご
応
募
お
待
ち

　
　し
て
い
ま
す
！

千歳 派 ①製造・機械組み立て ②機械加工・プレス・溶接

長 期

恵庭 パ 調理補助

【飲食】ランチやディナーのピークになるまで
に、それぞれで使う食材の仕込みをすること（野
菜を切ったり、お肉を解凍して下味をつけたり、
調味料を補充したり・・・）。曜日や日付によって仕
込みの量は違うので、あらかじめ決められた分
量を用意します。土日や祝日は仕込み量も多く、
時間との戦い！

スタンバイ

知ってるようで、
 知らない

仕　事▶ 恵庭市内の農家での農作業、収穫作業
資　格▶ 18歳以上、車通勤可能な方、 

健康な方、未経験者歓迎、経験不問
給　与▶ 5～8時/時給1,079円 

8～17時/時給930円
時　間▶ ①5:00～8:00 ②5:00～12:00 

③8:00～17:00 
※その他可能な時間帯で調整可

期　間▶即日～10月末頃まで
待　遇▶ 労災保険有、交通費規定支給 

（1日300～500円）
勤務先▶恵庭市内の農家

人材雇用確保事業恵庭地区運営協議会
JA道央 恵庭・北広島営農センター 営農振興課

事
務
局

担当/松村・高畠（たかばたけ）

☎0123-36-8916
【受付時間 月～金（祝日除く） 9:00～16:00】

〒061-1352  
恵庭市島松仲町 
2丁目10-14

農作業・収穫スタッフ募 集
健康な方 未経験者歓迎 経験不問

恵庭 パ 農作業、収穫作業スタッフ

仕　事▶ 接客、配膳、 
料理説明、片付け等

資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶時給1,200円
時　間▶ 17:30～22:00の間 

※18:00～も可 応相談 
※ 予約の状況により 
延長の場合有（深夜
割増有)

勤　務▶週3～5日程度
待　遇▶ 交通費規定支給、 

制服貸与

☎0123-26-5061
受付/14～18時 担当/浅野、山川

まずはお気軽にお電話ください。

千歳市幸町2丁目3-2

1,200円時
給

募
集

ホール
スタッフ

千歳 ア ホール

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


