
2022年8月5日（金）ちゃんと 10

勤務先▶長沼町
期　間▶8月16日頃～9月末頃
仕　事▶ 主に長沼農協にてトウモロコシの選別
資　格▶ 要普通自動車運転免許（通勤用）
給　与▶時給1,000円
時　間▶  8:30～17:00（実働7.5h、休憩1h） ※変動有
勤　務▶週3～6日 ※お休み希望も柔軟に対応します。
待　遇▶ 交通費規定支給

千歳市弥生2丁目5-1

まずはお気軽にお電話ください。

 090-7648-0534
総合お手伝いサービス

［担当］
神馬

短期
時給1,000円

8月16日頃～9月末頃
その他 ア トウモロコシの選別

仕　事▶ 廃棄物･資源物の回収等 
（塵芥収集車･4tトラック運転手、他）

資　格▶ 普通自動車免許、中型・大型自動車免許あれば尚可
時　間▶ 7:30～16:30(実働5～8h程度)
勤　務▶シフト制
給　与▶ 月159,300～177,000円  

※取得している免許による
待　遇▶ 各社保完備（勤務状況による）、交通費規定支給、 

飲料補助有（7・8月）、暖房手当（9月～翌3月）、 
年末手当、免許取得制度有

勤務先▶ 千歳市内

〒066-0067　千歳市桂木3丁目9-26
有限会社 協成ワーク

退職金制度、傷害保険、生命保険等
福利厚生充実!!

担当/髙橋 0123-27-7244応募

千歳 正 廃棄物・資源物回収等

助手も 
同時募集！

安心して
働けます♪

急募キッチンカースタッフ
未経験者歓迎!!

仕　事▶ 恵庭・千歳市内などの施設で、キッチンカーによ
る接客販売や、簡単な調理等

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許（AT限定不可）、 
年齢・性別不問

時　間▶ 13:00～19:00 ※会場、天候により変動有
給　与▶時給1,000円
勤　務▶土・日、他イベント出店日

<問い合わせ> 0123-34-0828　
受付時間/平日9:00～17:00

写真付き履歴書を 
郵送ください。 
《担当》高橋 〒061-1442 恵庭市緑町2丁目3-4

北央商事株式会社

恵庭 ア パ 販売・調理
仕　事▶ 見積・報告書・電話・テナント対応、 

駐車場売上管理等
給　与▶ 月給175,000円～
時　間▶ ①8:00～17:00　②11:30～20:30 

※①での勤務が主となります。
勤　務▶ 月22～24日
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、 

制服貸与、賞与有、試用期間2ヶ月
勤務先▶ 千歳ステーションプラザ 

千歳市千代田町7丁目1789-3
まずはお電話ください!面接時履歴書不要。 

面接は勤務先で行います。

011-271-1749 【札幌事業部】
担当/佐藤

千歳市柏台南1丁目3番1（千歳アルカディア・プラザ3F）
千歳営業所

正社員 
募集

千歳 正 事務

花のメンテナンス
スタッフ募集!!

受付/平日9:00～17:30　　担当/笠井
 0145-26-2800
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

勇払郡安平町
早来富岡210-20

仕　事▶ 新千歳空港館内にある展示植物の給水等 
メンテナンス、植物の交換作業等

資　格▶   未経験者・経験者ともに歓迎、 
土日祝勤務可能な方

給　与▶ 時給920円　
時　間▶ 7:30～17:30の間で実働7.5h（休憩1h）
休　日▶ 月8～10日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、制服貸与、 

有給休暇、館内割引有
勤務先▶千歳市美々　新千歳空港

千歳 ア パ 花のメンテナンススタッフ
新千歳空港の

はじめての方でも
安心して働けます♪

しっかり 
サポートします!

〒061-1376 恵庭市恵み野里美2丁目15

0123-29-4618
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

http://www.megumino-fdc.com

◆受付スタッフ《正社員》
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶ 月給170,000円 

※試用期間3ヶ月有/時給890円
時　間▶ 月・火・水/9:30～20:30 ※実働9h 

金/9:30～18:30 
土/9:30～13:00　日/9:30～17:00

休　日▶ 週2日午前、木曜、第2・4土曜、祝日、 
お盆、年末年始

待　遇▶ 社保完備、昇給年1回、賞与年2回、 
交通費全額支給、制服貸与、車通勤可、 
試用期間3ヶ月有、暖房手当等支給

共
通
項
目

◆歯科助手《正社員》
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶ 月給170,000円 

※試用期間3ヶ月有/時給890円

2名募集!

◆歯科衛生士《正社員》
資　格▶ 専門学校卒以上、ブランクがある方も大歓迎
給　与▶ 月給220,000円～  

※試用期間3ヶ月有/時給970円

2名募集!

1名募集!

多忙のためスタッフ増員!!
勤務することも可能です!!
★頑張った月は特別手当支給！

見学や体験で
恵庭 正 受付スタッフ、歯科衛生士、歯科助手

給　与▶時給930円
時　間▶ 5:00～19:30の間で実働4～8h
勤　務▶シフト制　※応相談

共通項目
待　遇▶ 社保完備（勤務時間による）、賞与

年2回、制服貸与、交通費規定支
給、車通勤可、有給休暇有

0123-34-0740応 募
株式会社道央環境センター 恵庭市本町27番地

◆清掃《パート》
給　与▶時給900円
時　間▶ 8:00～14:00の間で実働2.5

～5.5h
休　日▶ シフト制 

※勤務日要相談
扶養範囲内勤務も可

給　与▶時給900円
時　間▶ 7:00～9:00、 

16:30（17:30）～19:30 
※朝のみ夕のみ可、応相談

勤　務▶シフト制

◆入院患者様の食事配膳《アルバイト》

◆厨房（調理補助）《フルタイム/パート》

給　与▶時給930円
時　間▶18:00～22:00
勤　務▶週3日～OK（シフト制）
休　日▶日曜、祝日、他

◆夜清掃《パート》
我汝会えにわ病院 ラ・デュース恵み野

もくもく 
働けます♪

勤務日 
要相談一緒に 

頑張りましょう!

学生アルバイトも
歓迎!!

恵庭 パ 清掃、調理補助ア 配膳

スタッフ
JR恵庭駅から
無料送迎バス有

らくだ軒仕　事▶ イタリアンレストランでの接客業務、 
ピザやパスタの調理業務、食器洗浄等

時　間▶ 9:00～18:00の間で 
3～8h（時間帯応相談）

資　格▶ 経験者・未経験者歓迎、学生歓迎、高校生可
給　与▶ 一般/時給1,000円 

（4～10月の土日祝は＋50円で 
 時給1,050円）　 
高校生/時給950円～

勤　務▶ 週1～5日、1週間毎の 
シフト制（勤務日数応相談）

待　遇▶ 無料送迎バス有（JR恵庭駅から）、交通
費規定支給、車通勤可、食事補助制度有、
制服貸与、労災保険、有給休暇制度有、
65歳定年制（定年雇い止めのため）

電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

恵庭市牧場281-2
〒061-1421らくだ軒 恵庭店

 39-2821応募 受付/10～17時 
担当/古名（フルナ）

恵庭 ア パ ホールスタッフ、キッチンスタッフ

急
募

給　与▶ 日勤/日給9,000円 
夜勤/日給13,000円 
※現金日払いになります。

時　間▶  日勤/9:00～18:00 
夜勤/ 19:00～翌4:00 

※夜勤は2hの残業有
勤　務▶週1日～ 
待　遇▶ 恵庭駅西口より無料送迎有、車通勤可
勤務先▶恵庭市恵南

札幌市中央区大通西三丁目6 北海道新聞社ビル北一条館2F 

派13-308469

011-215-0761株式会社MAYA STAFFING
 maya-hokkaido@mayass.com

https://mayastaffing.com/WEB

週1日から単発OK! 
誰にでもできる簡単作業！

給　与▶時給1,050円給　与▶時給1,300円

①②
共通
項目

期　間▶即日～10月末
時　間▶  8:30～17:30 

(残業1h程度)

勤　務▶ 週3日～可 ※休日相談可
待　遇▶交通費規定支給
勤務先▶ 千歳市根志越、恵庭市戸磯

千歳・恵庭 派 フォークリフトオペレーター、野菜の選別ア 盛り付け・仕分け作業

★千歳・恵庭地域全て送迎いたします!
仕　事▶ ①箱折り作業 ②封筒作り（発送用、スタンプ押し） 

③製品のシール貼り作業 
④PCによるネット販売の登録、梱包、発送業務

資　格▶ 障がい者手帳、受給者証をお持ちの方 
（手帳をお持ちでない方もご相談ください。）

報　酬▶工賃/1日950円
時　間▶10:00～14:00 ※応相談
勤　務▶月～金 ※応相談
待　遇▶無料送迎有、食事有（自己負担/100円）、余暇活動有

就労支援B型事業所 ジョブタス千歳勇舞事業所 千歳市勇舞6丁目7番地2
◆事業所番号/0111100905

まずはお電話ください。

0123-29-4980

月、週1回～でも 
対応いたします！

障がいのある方のためのお仕事です。

千歳 他 製作他

◆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）

9月
単月もOK

9月･10月の
2ヶ月

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

便利な送迎バスも
運行中！

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）

※ 今回の募集は、高校生の方は対象外です。ご了承ください。

学生さん、 
主婦（夫）さん、 
フリーターさん

大
歓
迎

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。

千歳ベース
❶10:00～
❷14:00～ 
❸19:00～

恵庭市民会館
❶16:00～
❷18:00～

8/
日7土6 月8

勤務時間 時給 送迎
1 16:00～19:00（実働3h） 1,100円 千歳

2 19:30～23:00（実働3.5h） 950円 22時以降1,188円 千歳・恵庭

3 19:30～24:00（実働4.5h） 970円 22時以降1,213円 -

4 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

5 20:00～24:00（実働4h） 970円 22時以降1,213円 -

6 20:00～翌1:00（実働5h） 1,000円 22時以降1,250円 -

7 21:00～翌1:00（実働4h） 1,000円 22時以降1,250円 -

8 21:00～翌4:00（実働6h/休憩1h） 970円 22時以降1,213円 -

9 22:00～翌4:00（実働5h/休憩1h） 970円 22時以降1,213円 -

10 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

土
日
の
み
の 

勤
務
も
可
能
！

8/
日7土6

千歳 ア 宅急便等仕分け作業


