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残業なし!!
働きやすさが売りです!!
期　間▶長期（3ヶ月毎の更新）
仕　事▶ 部材運搬、機械への部材セット、片付け等
資　格▶ 未経験者歓迎、学歴・経験不問
給　与▶ 時給1,105円 ※22:00～翌5:00/深夜割増有
時　間▶ ①16:30～翌1:00（実働7.5h）※残業なし、休憩1h 

②0:00～8:30（実働7.5h）※残業なし、休憩1h 
※①②のいずれかを選択してください。 

休　日▶ 隔週土曜・日曜、他、会社カレンダーによる
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、制服・保護具貸与、 

喫煙所有（2ヶ所）、有給休暇（6ヶ月後付与）
勤務先▶恵庭市戸磯

株式会社 トラスト 苫小牧市晴海町43-3
派01-300948

080-1886-5576
0144-55-4466 担当

川岸

恵庭 派 金属部品の製造補助スタッフ

短期作業スタッフ募集繁忙期
を迎え

株式会社 北海道支店
■一般労働者派遣(派13-01-1084)

〒004-0053 札幌市厚別区厚別中央3条1丁目2-30

仕　事▶野菜の選別・出荷作業 （案件No.G-003861)
期　間▶11月～12月
時　間▶ 8:30～17:30  

※休憩1h、残業30分程度有
給　与▶ 時給950円～
勤　務▶週2～4日（シフト制） ※応相談
勤務先▶ 千歳市内
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、敷地内禁煙

幅広い年代の男性が活躍中 !

写真付履歴書を持参
してください。面接は
希望地で行います。 受付時間 平日9:00～18:00 土日定休

011-807-8490（代表）

経験
不問

千歳 派 野菜の選別・出荷作業 千歳 パ 院内売店販売員

期　間▶ 2023年3月31日まで
仕　事▶ 玉葱・馬鈴薯等、 

野菜の選別・カット等の加工業務
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給930円
時　間▶ 8:45～17:00の間で応相談 

※フルタイム/休憩1.5h 
※残業月0～10h

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、喫煙室有 
※ 8:45～17:00まで勤務の方に限り、 
JR千歳駅からの送迎有

〒066-0051
千歳市泉沢1007-134

青果物卸売り
株式会社北泉

担当/七島
受付/平日9～18時28-2695応

募

★ 開始・終了時間 
も応相談！

★ 急なお休み 
にも対応可

千歳 パ 野菜の選別・加工

キタカレー 釧路レストハウス(株)

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ ①カレー専門店でのホール業務（3名募集） 

②カレー専門店でのキッチン業務（2名募集）
資　格▶ホール、厨房経験者歓迎
時　間▶ 10:00～20:00の間で実働7～8h 

※休憩1h、残業無し　※時間応相談
給　与▶ ①月180,000～200,000円 

②月190,000～230,000円　※経験による
休　日▶週休2日、シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、

食事付き（無料）、昇給有、賞与年2回（業績による）、
有給休暇、入社祝い金支給（規定有）、試用期間3ヶ
月程度、喫煙スペース有

カレーハウス 担当:野田
090-3890-2046直接携帯電話にお電話ください。
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千歳市美々新千歳空港 ターミナルビル3F 

千歳 正 ホール、厨房

まずは電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

0123-29-3311【受付/9～17時】　担当/小原

千歳市みどり台南2丁目12-6

期　間▶1年毎の更新制　※長期
仕　事▶昼食、おやつ等の調理、食器洗浄、清掃等
資　格▶ 調理師免許あれば尚可（なくても大丈夫です。）
給　与▶時給920円
時　間▶ 8:00～17:00の間で短時間（5h）もしくはフルタイム（8h） 

※フルタイム/休憩1h、残業なし
 休　日▶ 日祝他（年間休日105日）
待　遇▶ 交通費規定支給、雇用・労災保険、敷地内禁煙

◆フルタイム・パート勤務選択可◆

※ 実際の調理室ではみんな真面目に 
働いているのでご安心ください

THE
F1RST
CHOR I

経験者・未経験者歓迎！

私はPUFFY 
（パフィー）の
これが私の生きる道が 
好きです！！

千歳 パ 調理員

★スタート前に、12月上旬予定の『お仕事説明会』に参加いただきます！ 早めの応募が安心です♬

仕　事▶ おせち製造に関わる作業（食材の盛込み、梱包・発送準備等）
資　格▶ 高校生、主婦（夫）歓迎、友達同士や親子での応募もOK
給　与▶ 時給1,280円
期　間▶ 12/26～30 ※下の①～④から期間をお選びください。
時　間▶ ［12/26～27］ 8:00～16:00  

［12/28～30］ 5:30～13:30  
※休憩1h ※終了時間は状況により変動します。

待　遇▶制服貸与、送迎バス（車通勤不可）、期間中は全面禁煙

毎年、高校生が大活躍！
《カンタン作業》 おせちづくり

作業の例⇒◎栗をのせる ◎いくらをのせる ◎製品を箱につめる

年末

超短期アルバイト

担当/大西0123-34-6061
まずはお電話！ 随時面接いたします。

恵庭市戸磯616番地2
とんでん株式会社 恵庭工場

恵庭 ア 食品製造スタッフ

勤務期間はこちら↓からお選びください!!

5日間
❶12/26～30 

4日間
❷12/27～30

3日間
❸12/28～30

2日間
 ❹12/29～30

リピーターも未経験者も

大・歓・迎
時給1,280円!!
12/31午後 現金払い制度有で
すぐに給料を受け取れます！

友達同士・親子もOK♪

★通勤らくらく！
【恵庭・千歳・北広島】期間中、
毎日送迎バス運行します！

＼仕事探すなら／

♡

北海道純馬油本舗（株）〒066-0056 千歳市白樺2丁目5-120123-48-4711

期　間▶ 即日～翌1月末頃　 
※状況により変動の可能性有

 仕　事▶ 基礎化粧品の配送業務、他軽作業
給　与▶ 時給920円
時　間▶ 9:00～17:00の間で5～7hの

シフト制　※業務量により変動
※残業月0～10h程度

配送業務スタッフ募集!

詳細お問い合わせください。

勤　務▶月～土の間で週2～5日　シフト制
休　日▶日祝
資　格▶ 未経験者歓迎、学歴・経験不問、 

PC入力可能な方尚可　※定年65歳
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、無料駐車場

有、従業員割引有、施設内禁煙
応　募▶まずはお電話ください。

千歳 期 配送

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶ ホテル内レストランでのお客様の 

ご案内や食事の補充等
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給1,000円～ ※早朝手当有
時　間▶4:30～11:00 ※残業無し、休憩0.5h
勤　務▶週3～4日 ※応相談
待　遇▶ 社保完備（勤務による)、交通費規定支給、車通

勤可、エプロン貸与、受動喫煙対策有

WワークOK　朝の時間を有効に活用できます。

たくさん働きたい!
扶養内勤務希望! 日数応相談

0123-24-2111
千歳市千代田町2-2-10

ホテルウィングインターナショナル千歳

まずはお気軽にお電話ください。担当/金子

千歳 パ ホールスタッフ

期　間▶11月～長期
仕　事▶ 法人を中心としたルート営業です。
資　格▶ 高等学校卒業 (必須)、普通自動車運転免許 (必須) 

☆大卒以上、営業経験者歓迎
給　与▶ 月給200,000～250,000円 

※年齢・経験等により考慮
時　間▶9:00～17:30（実働7.5h）　※休憩1h、残業月平均10h
休　日▶ 土曜日・日曜日・祝祭日(月に1～2回土曜出勤あり) 

※年間休日数109日
待　遇▶ 各社保完備、賞与年３回有（6･12･翌3月　※最大支給

月額5.7ヶ月）、昇給・昇格あり、有給休暇制度、職務手当
（7,000円～40,000円）、交通費規定支給（上限50,000
円/月）、家族手当（子ども一人につき6,500円）、燃料手当
（15,400円～87,500円）、退職金制度、再雇用制度（65
歳まで）、独身寮、財形貯蓄、車通勤可、自家用車購入制度
（市販価格より安く購入できます）、保養施設あり

勤務先▶ トヨタL＆F札幌　恵庭支店　（恵庭市戸磯201番地16）

営業スタッフ他業種からのチャレンジも大歓迎です

電話連絡の上、写真付履歴書を下記へご郵送ください。

https://www.toyota-lf-sapporo.jp/

011-851-6211
〒062-0020
札幌市豊平区月寒中央通7丁目7-17
トヨタL＆F札幌株式会社

担当/鈴木

★ 休日出勤もほとんど無く、プライベートの時間も 
しっかりと確保でき非常に働きやすい環境です。 
信頼のトヨタグループの一員として 
働いてみませんか？

恵庭 正 営業スタッフ

応募
社会福祉法人
千歳福祉会

〒066-0066
千歳市大和4丁目2-1

採用担当/中尾 
（受付/9:30～17:30）

期　間▶雇用期間の定め無し
仕　事▶ 入居者様の介護・生活介助・生活部門の整理等
時　間▶ 日勤/7:00～19:00（実働8h、休憩1h） 

夜勤/ 17:30～翌9:30（実働14h、休憩2h）
※月4～5回

資　格▶ 介護福祉士（実務経験5年以上）
給　与▶ 月169,000円～ 

+夜勤手当 4,428円～/回 
+資格手当 5,000円 
（年齢・経験に応じて支給） 
※賞与年2回（3.4ヶ月分）

休　日▶ 週休2日制　※年間休日120日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

有給休暇有、退職金制度（共済会有）

◆ 介護職員
期　間▶即日～令和5年3月31日まで、1年更新有
仕　事▶ 園内の見回り、利用者様通院の送迎、電話・来

客対応、冬期間はホイルローダーによる除雪
（2,000円/回）

時　間▶ 日勤/8:30～17:00（土日祝日）、 
夜勤/17:00～翌8:30 
（仮眠時間23:30～翌5:00）

資　格▶ 要普通免許、又はホイルローダーの為小型特
殊又は大型特殊尚可

給　与▶日給　 日勤/7,820円、 
夜勤/15,870円

待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤（駐車場無料） 
有給休暇、屋内禁煙、屋外可

◆ 宿直職員介
護
職
員
募
集

処遇改善手当 78,000～98,000円（偶数月毎支給）

 0123-49-6805

共通項目 勤務先▶ 特別養護老人ホーム 暢寿園  
（千歳市富丘2丁目7-5）

千歳 正 介護職員、宿直職員

期　間▶3ヶ月以上の長期
仕　事▶じゃがいも選別・仕分け
時　間▶ 8:30～17:30 ※実働7.5h 

※休憩1.5h、 
　残業月10～20h程度

給　与▶時給1,100円～
勤　務▶ 週3～6日で応相談  

※休日/日曜日
待　遇▶屋外分煙、車通勤可
勤務先▶夕張郡栗山町

期　間▶3ヶ月以上の長期
仕　事▶ 温泉施設内のロビーやフロ

ア、脱衣場などの簡単な清掃
時　間▶ ①13:30～22:00　 

②22:00～翌7:00  
※実働7.5h  
※休憩1.5h、残業なし

給　与▶ ①時給1,000円～　 
②時給1,100円～　 
　※ 22～翌5時/ 

時給1,375円
休　日▶週休二日　シフト制
待　遇▶ 施設内分煙、制服貸与、 

交通費全額支給
勤務先▶新千歳空港

仕　事▶乾燥食品の包装等の軽作業
時　間▶ 8:00～17:00　 

※休憩1h、残業なし
給　与▶時給1,100円～
休　日▶土、日
待　遇▶屋外分煙、車通勤可
勤務先▶千歳市

期　間▶3ヶ月以上の長期
仕　事▶ 工場での加工・梱包
時　間▶ 9:00～18:00、 

13:30～18:00、　 
※実働4.5～8h  
※休憩0～1h、残業なし

給　与▶時給1,000円～
休　日▶週休二日　シフト制
待　遇▶ 室内分煙、車通勤可、 

恵庭市内送迎有
勤務先▶恵庭市

期　間▶即日～12月末
仕　事▶ 発泡スチロール製のトレー 

などの容器の検品・仕分け
時　間▶ ①8:30～17:30 ※実働8h

　※残業月35h程度 ※休憩1h 
②20:00～翌8:30  
　※残業月35h程度 
　※休憩3h（3:00～6:00）

給　与▶ ①時給1,200円～　 
②時給1,300円～　 
　※ 22～翌5時/ 
時給1,625円

休　日▶土、日、祝日
待　遇▶室内分煙、車通勤可
勤務先▶千歳市

まずはお電話ください！

0120-116-377
労働者派遣事業 （派）01-301336
有料職業紹介事業 01-ユ-300541

㈱ホットスタッフ苫小牧

待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、退職金有、週払い可（規定有）
《共通項目》 

オススメ
7案件

Webで 
見つけよう♬
登録のみも
大歓迎！

期　間▶即日～翌1月末
仕　事▶ お菓子の製造補助、 

製品の包装作業等
時　間▶ 11:30～20:30 ※実働8h 

※休憩1h、残業なし
給　与▶時給1,400円～
休　日▶ 土、日 、年末年始、 

他企業カレンダー
待　遇▶施設内禁煙、車通勤可
勤務先▶千歳市

スイーツ製造補助 トレーなどの仕分け 人気店での販売
期　間▶3ヶ月以上の長期
仕　事▶ 焼き上がったパンや商品の 

陳列・品出し、接客等
時　間▶ 7:00～16:00、 

8:00～17:00、 
10:20～19:20  
※実働8h ※休憩1h、残業なし

給　与▶時給1,050円
勤　務▶週3日～相談OK
待　遇▶施設内分煙、制服貸与
勤務先▶新千歳空港

包装等の軽作業

イロイロ多数!!

・送迎あり・短期 
・交通費全額支給案件 など

温泉施設内の清掃

加工食品の梱包

ジャガイモの選別

3日払い
OK!!

千歳・恵庭・他 派 製造補助、仕分け、販売、清掃、梱包、包装、選別


