
2022年8月5日（金）ちゃんと 14

アルバイト体験記 恵庭市/カレー娘。

専門学生時代にインドカレー屋さんでアルバイトをしていまし
た。そこでは、注文を聞いて、料理の配膳をしたり、ドリンクを作っ
たりホールでの業務が主な仕事でした。その他に電話注文を受けた
り、店内を掃除したり、チラシ折りなどもしました。
最初はメニューの種類が多く、どんな味のカレーなのか、何が
入っているのかわからなくてお客様に聞かれると困ってしまいま
したが、カレーを覚えていくうちにだんだんお客様に説明できるよ
うになると、コミュニケーションが上手くできるようになれたのが
とても嬉しかったです。
マスターやママさんはとて
も親切な方で、まかないの他に
「夜ご飯にどうぞ。」と言ってお
弁当やカレーを好意で作って
くれた時は泣きそうなくらい
嬉しかったです。
あと、インド人のスタッフが
2名働いていたのですが、その
うちの1人から「前の彼女（イン
ド人）に似ているよ。」と言われ
たのが今でも思い出に残っています。（笑）

♥

〒066-0075　千歳市北信濃776-11

くらしの輝き　手から手へ

まずはお気軽にお問合せください。
担当/小池0123-23-4251

千歳 正 集配ドライバーパ 軽作業スタッフ

子育て中、シニアの方歓迎！ 
フルタイム、午前、午後等自分に合わせてお仕事が出来ます！
仕　事▶クリーニング工場での衣類仕分け、たたみ作業
資　格▶扶養内勤務可能、未経験歓迎
時　間▶ ①8:20～16:20（休憩80分） 

②8:20～12:00　③12:50～16:20
給　与▶時給889円～ 
休　日▶日曜、祝日、他
《共通項目》
待　遇▶ 各社会保険完備、交通費規定支給、 

車通勤可、駐車場完備、クリーニング代優遇

仕　事▶ 決まったルート集配になります。最初は1週間程度、
寄り添い丁寧にご指導致しますので、ご安心ください。

資　格▶要普通免許、未経験歓迎
時　間▶ 8:20～16:20（実働7h） 

※週3日程度、残業有
給　与▶  月給/200,000円以上+各種手当 

※固定残業手当20時間分、30,000円を含む 
　超過分は別途支給　※昇給有

休　日▶ 日曜、祝日、他

正社員募集

パート募集

◆ 軽作業スタッフ/パート

◆ 集配ドライバー/正社員

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★

千歳

千歳市根志越572-94平和物産株式会社

時給1,100 円 ～!!

0123-24-5403 090-3462-5605

15名募集!!
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

〒066-0051
千歳市泉沢1007-134

青果物卸売り
株式会社北泉

担当/中野
受付/平日9～18時28-2695応

募

お休み希望うかがいます !

アルバイト
仕　事▶ 野菜の入った段ボールをパレットに積む作業等
給　与▶時給1,500円
時　間▶8:45～17:00
休　日▶ 日曜日　※その他応相談
待　遇▶ 交通費規定支給

男性活躍中! 車通勤可能な方!

《共通項目》
期　間▶ 2023年3月31日まで
資　格▶ 未経験者歓迎

パート
仕　事▶ 玉葱・馬鈴薯等、野菜の選別・カット等の加工業務
給　与▶ 時給900円
時　間▶ 8:45～17:00の間で応相談
勤　務▶ 週3～6日で日数応相談 ※日曜日はお休みです。
待　遇▶ 車通勤の方は交通費規定支給 

※8:45～17:00まで勤務の方に限り、JR千歳駅からの送迎有

扶養内OK!

★開始・終了時間も応相談！

女性活躍中!

★急なお休みにも対応可！

未経験者 
歓迎！

募集
スタッフ
千歳 ア 野菜の積み上げパ 野菜の選別・加工

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

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

恵庭 正 トラック・バス・タクシー乗務員

千歳 パ 清掃

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

事業許可番号/労働者派遣事業 派 13-010538 
有料職業紹介13-ユ-010554

千歳市幸町6丁目18-3 千歳駅前ビル2F
ランスタッド株式会社 千歳支店

（受付時間/9:00～18:00）
050-1744-6601

【長期】スプーン等のセット
仕　事▶ 機内サービスに使うスプーン

やフォーク等の付属品をト
レーにセットし、どんどんカー
トに入れるお仕事。

時　間▶ ①9:00～18:00 
　（実働8h/休憩60分） 
②7:30～16:30 
　（実働8h/休憩60分） 
 ※①、②どちらか固定 
　ご希望をお伝えください。

【長期】清掃・洗いもの
仕　事▶ 使ったボウルやヘラを洗い、 

作業台を拭く作業。
時　間▶ 12:00～21:00 

（実働8h/休憩60分）

【長期】】社員食堂で盛りつけ
仕　事▶ カレーや料理の盛付。 

簡単な調理補助。
時　間▶ 7:30～16:30 

（実働8h/休憩60分）

【共通項目】
給　与▶ 時給1,100円 

※月収例：18.4万円以上可 
　（月21日勤務の場合）

期　間▶ 即日～長期（3ヶ月以上）
休　日▶ シフト制による週休2日 

※休み希望制度有！
待　遇▶ 各種社会保険完備、交通費規

定支給（上限4万円）、残業手
当、無料駐車場完備 
※詳細は面談にて

勤務先▶ 新千歳空港近郊

JR最寄り駅より徒歩9分♪

＊ 入社日はご相談ください‼
＊ ２０～６０代の幅広い 
年齢層が活躍！

市内無料送迎有 
※ただしエリア・勤務シフトによる

千歳 派 付属品のセッティング、清掃・洗いもの、盛り付け

千歳市泉沢1007
（TAA構内）

仕　事▶ 構内の中古車の拭き上げ、車両移動、
スマホでの写真撮影、PC入力作業

資　格▶ 要普免(AT限定可)、未経験者歓迎
給　与▶ 時給920円～
時　間▶ 9:00～17:45 ※残業有
休　日▶ 週2日（日・他1日、TAAカレンダーによる） 

★夏休み、年末年始、長期休暇有
勤　務▶ 週3日～OK ※日数応相談
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、 

交通費規定支給、昇給有
勤務先▶ 千歳市泉沢1007 (TAA構内)

接客なし
★長期休暇充実!!

まずはお気軽にお電話ください。
受付/9～18時
担当/水野 080-6061-8482

99.9%考慮 !
シフト希望 急なお休みにも 

対応可 !

ノーストランス㈱

勤務開始日応相談 !

千歳 ア パ 構内作業スタッフ

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20 第12ふじやビル4F

22-5280 採用係応募

時　間▶ ①【商業施設エリア内ごみ回収等】 
　7:30～16:30、12:00～21:00 ※実働7.5h 
②【商業施設エリア内トイレ清掃】 
　8:30～17:30、11:00～20:00、 
　11:30～20:30 ※実働7.5h 
③【スーパーラウンジの清掃】 
　7:30～12:30 ※実働4h 
④【フードコート内の清掃】 
　11:30～20:30 ※実働7.5h 
⑤【商業施設エリア内のトイレ清掃】 
　19:00～22:00 ※実働3h 
⑥【商業施設エリア共用部清掃】 
　21:00～翌1:00 ※実働4h

給　与▶ ①②③④⑥/時給920円　⑤/時給1,000円 
※22時以降深夜割増有 ※試用期間/時給900円

休　日▶シフト制 ※応相談
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、交通費規定支給

新千歳空港 日常清掃スタッフ募集

日数・時間 
応相談

1,000時給
920～ 円

千歳 パ 清掃
小さなお子様がいても安心!!
予定に合わせて調整OK!!

扶養内勤務OK

①、②どちらかの
固定勤務です

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

 0123-34-1111 ［担当］
周防（すおう）
恵庭市京町
80番地恵庭商工会議所

庶務・一般事務スタッフ募集

《共通項目》
期　間▶ 9月～長期（3ヶ月毎の更新制）
仕　事▶ 事務所内で窓口受付や電話取次ぎ、文書受付や

会館貸出などの庶務・一般事務業務、その他補
助業務

資　格▶ パソコン操作できる方、普通自動車運転免許
給　与▶時給950円
 待　遇▶ 各社保完備、車通勤可

① 7時間勤務
時　間▶8:50～17:00
  勤　務▶週2日程度 ※休憩1h
休　日▶平日3日+土日祝
② 3時間勤務
時　間▶8:50～12:00
  勤　務▶月～金 ※休憩なし
休　日▶土日祝

恵庭 パ 庶務・一般事務


