
2022年10月7日（金）ちゃんと 12

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 管理物件の清掃（主に夜間）
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給1,200円
時　間▶ 18:00～翌6:00の間で実働5h
勤　務▶週3～5日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

車通勤可、制服貸与、室内喫煙所有
勤務先▶ 恵庭市内

〒061-1432 恵庭市恵央町8-1㈱ウエスト
担当/平井

まずは、お気軽にお電話ください。

070-6951-3755

清掃スタッフ募集

未経験者歓迎！

恵庭 ア 清掃スタッフ
期　間▶期間の定めなし
仕　事▶ 訪問介護員
資　格▶ 未経験者歓迎、要普免、 

初任者研修修了以上
給　与▶ 時給1,000円～ 

※試用期間/時給920円
時　間▶  8:00～18:00の間で2h～OK 

※時間応相談
勤　務▶ シフト制 ※休日応相談
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、車通

勤可、受動喫煙対策有（喫煙所有）

〒061-1371　恵庭市恵み野東2丁目12番地9

0123-31-3558
訪問介護事業所　ねこの手

担当/井上

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭 パ 訪問介護員

週2日～
勤務OK

恵庭市戸磯
397-2えにわ温泉 ほのか

担当/なんば・かまだ 32-2615応募

◆営業中清掃
時　間▶ ①16：00～21：00 ②19:00～23:30 

※ ②は女性更衣室の業務もあるため 
女性に限る

◆レストランホール
時　間▶18:00～22:30

《共通項目》
給　与▶ 時給930円～ ※22時以降深夜割増有
勤　務▶週3～4日
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、制服貸与、

車通勤可（無料駐車場有）、従業員割引
有（一緒に来店した家族も対象）、仕事
終わりの温泉入浴無料

恵庭 パ ホール、清掃

期　間▶長期
仕　事▶ 北海道産のフルーツの販売業務全般、 

生フルーツ・カットフルーツ・フレッシュジュース・
フルーツ加工品、ソフトクリームなどの販売・ 
補充・レジ業務、商品の発送受付等

資　格▶ 未経験者・経験者共に歓迎、 
フルタイム・土日勤務できる方歓迎、学生不可

給　与▶ 時給960円～　※試用期間3ヶ月/時給920円
時　間▶ 7:30～20:30の間で実働7.5h ※休憩1h 

①7:30～16:00　②10:00～18:00 
③12:00～20:30 
※残業通常は無し、繁忙期は月/10時間以内

休　日▶  月8～10日　※シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、社員割引有、 

空港施設内割引有、制服貸与、有給休暇、喫煙所有

勇払郡安平町早来富岡210-20
受付/平日9:00～17:30 
担当/田仲0145-26-2800

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

（新千歳空港国内線ターミナルビル2F）
HOKKAIDO FRUITS 耕人舎

北海道の美味しいフルーツを 
道内・道外のみなさんにお届け♪

★面接日や勤務開始日はご相談ください。

千歳 ア パ 販売

＼仕事探すなら／

怒りの感情をコントロールし､ストレスを軽減さ
せ､うまく付き合っていくための心理トレーニン
グの資格。
会社研修や医療福祉､教育やカウンセリングなど
様々な現場で活用す
ることができます。
また､資格で得た知
識を教えられるよう
になる講座があり､
学んだことを多くの
方に発信できるよう
になります。

0120-095-350一般労働者派遣事業（派01-300425）
 有料職業紹介事業（01-ユ-300238）

当社HPお問合せフォームからも応募できます。 https://speed-hokkaido.jp/函館市新川町1-24  R4TM新川町 5F
スピード北海道株式会社

仕　事▶電子部品の製造
時　間▶ 8:30～17:00、20:30～翌5:00 

※休憩1.25h、残業月30～40h
勤　務▶ 5勤2休もしくは4勤2休
給　与▶ 時給1,300円　 

※22時以降/時給1,625円

期　間▶①②3ヶ月更新、③3ヶ月（長期可）
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通

勤可（P完備）、制服貸与、社員登用
有、喫煙所有

勤務先▶恵庭市戸磯

《共通項目》

仕　事▶ ビール缶資材の搬出入
資　格▶フォークリフト資格
時　間▶ 7:30～16:30、7:50～16:50  

※休憩1h、残業月10h程度
給　与▶時給1,200円
休　日▶土日、他

仕　事▶ビール缶の検査
時　間▶ 8:00～15:00、15:00～21:00  

※休憩1h、残業なし
給　与▶時給1,015円
休　日▶土日、他

恵庭 派 工場内作業、製造

道内最大のネットワーク 北交ハイヤー

千歳市信濃1丁目8番14号千歳北交ハイヤー㈱  23-4145応募 ［担当］渡辺・松口

期　間▶正/雇用期間の定め無し　嘱/1年毎の更新制
資　格▶ 要普免（運転経験1年以上）　★AT限定可 

※ 運転経験1年以上、3年以下の方は受験資格特例
教習受講者に限る。

時　間▶ ［朝］①5:00～14:30　②7:30～17:00 
［夕・夜］①17:00～翌2:30　②20:00～翌5:30 
※［朝］［夕・夜］選択制 
※いずれも実働6.5h、休憩3h 
※昼勤、夜勤、隔日勤（応相談）

勤　務▶ 4勤務→公休→4勤務→公休→3勤務→公休の繰り返し
給　与▶ 歩合制 

例： 正社員/月182,962円 
（昼勤、25日出勤の場合） 
嘱託/月172,200円 
（昼勤、25日出勤の場合）

待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、燃料手当、無事故手当、 
有給休暇、慶弔休暇、育児・介護休暇、二種免許取得
養成制度有、屋外に喫煙スペース有

入社支度金制度

※規定有

未経験者
OK!! 

10~30 利用可!万
円

賃金保証制度 月25 支給!6ヶ月間 万
円

二種免許取得条件が 
19歳以上、普通免許保持1年以上に

緩和されます。
二種免許取得は、当社でバックアップ♪
ドライバーデビューしませんか？

千歳 正 嘱 タクシードライバー

◆宅急便仕分けスタッフ（アルバイト）
期　間▶11～12月の2ヶ月間　※単月可
時　間▶表参照　※残業0～30分/1日
給　与▶ 表参照　※22時以降深夜割増有
勤　務▶ 週3～5日　※応相談
待　遇▶  ヘルメット・安全靴貸与、送迎バス有、 

車通勤可（時間外の場合交通費規定支給有）、施設内禁煙（屋外に喫煙スペース有）

12月は特別手当で

最大15,000円支給！！

毎年恒例！ヤマト運輸の
年末短期スタッフ

単月もOK!11月・12月の2ヶ月間

大募集！！400名

勤務時間 11月時給 12月時給 特別手当 送迎
1 14:00～21:00（休憩1h） - 1,150円

1日 
2,000円
12/20～27
(6勤+休+1勤)
14,000円！ 
さらに！！ 

土日出勤特別手当 
1,000円 

合計15,000円！

-
2 14:00～19:00（休憩なし） - 1,150円 -
3 9:00～13:00（休憩なし） 950円 1,050円 -
4 16:00～19:00（休憩なし） 1,100円 1,150円 千歳
5 16:00～23:00（休憩1h） 1,100円 1,150円 千歳
6 19:30～23:00（休憩なし） 1,050円 1,300円 千歳・恵庭
7 19:30～翌4:00（休憩1h） 1,050円 1,500円 千歳・恵庭
8 20:00～翌1:00（休憩なし） 1,100円 1,400円 -
9 21:00～翌1:00（休憩なし） 1,100円 1,400円 -
10 21:00～翌4:00（休憩1h） 1,100円 1,500円 -
11 23:00～翌4:00（休憩1h） 1,050円 1,400円 千歳・恵庭
12 23:00～翌8:00（休憩1h） 1,050円 1,400円 -
13 5:00～8:00（休憩なし） 1,050円 1,200円 -

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・大沼

今
週
の
面
接
会

まずは面接会へ
お越しください！

写真付き履歴書と黒ボールペンをご持参のうえ、お気軽に会場へお越しください♪

の4日間!金10月7日 月～10日
千歳ベース 10時 / 14時 / 19時 10/7（金）～10（月）
恵庭市民会館 16時 / 18時 10/9（日）･10（月）

末
広
大
通

幼
稚
園

駅
大
通

JR千歳駅
千歳ステーション

プラザ
千歳郵便局

鉄北通

中央大通←札幌 苫小牧→

交番●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。
※ 都合により恵庭市民会館での面接会は 
中止になることがございます。ご了承ください。

● 日中開催の面接会には 
千歳駅裏発の送迎バスを 
ご利用いただけます！

● 千歳ベース 
10時開催は9:12発のバス、 
14時開催は13:12発のバスに 
ご乗車ください！

未経験者、主婦（夫）、Wワーク、学生大歓迎!!

◆マイクロバス運転手（パート）
期　間▶3ヶ月毎の更新（長期勤務可）
資　格▶ 要大型免許
給　与▶ 時給1,100円　※22時以降深夜割増有
時　間▶ 16:30～23:00、21:00～翌5:00 

※休憩1h、残業なし
勤　務▶ 週5日
待　遇▶  社保完備、施設内禁煙（屋外に喫煙スペース有）

◆宅急便仕分けスタッフ（パート）
期　間▶3ヶ月毎の更新（長期勤務可）
給　与▶ 時給1,150円　※22時以降深夜割増有 

※試用期間3ヶ月/時給1,100円
時　間▶ ①5:00～8:00　②10:00～18:00 

③19:30～23:00　④19:30～翌3:00  
⑤23:00～翌4:00 
※①③休憩なし、②④⑤休憩1h 
※残業なし

勤　務▶ 週5日
待　遇▶  社保完備、制服貸与、施設内禁煙 

（屋外に喫煙スペース有）

パートスタッフ募集！！
応募の方はまずはお電話ください

千歳 ア パ 宅急便等の仕分け作業パ 送迎ドライバー


