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千歳・恵庭近郊のお仕事探し応援します！

℡0123-27-2611

毎週木曜日更新《雇用形態マーク》 契 契約社員 準 準社員 パ パート ア アルバイト 委 委託 臨 臨時職員 期 期間社員 嘱 嘱託社員 他 その他正 正社員 派遣社員派 〒061-1431恵庭市有明２丁目13-9

何かあったら…すぐタケムラ

エネワンでんき
にのりかえましょう♪

電力は

〈正社員〉 トラック乗務員

〈正社員〉 エコバス乗務員 女性も
活躍
できる♪仕　事▶ 市内循環バスの運転業務 

（マイクロバス以上のバスを使用）
時　間▶ 6:30～20:00の間で早番・遅番有（実働8h） 

※休憩1h、残業有
勤　務▶シフト制
給　与▶ 基本給174,000円 ※他、無事故手当10,000円、 

深夜手当200～1,500円、時間外15,800～
74,500円 〈月収例〉200,000～260,000円 
※月収例は一例で保証するものではありません

資　格▶大型二種保持者

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

期　間▶ 雇用期間の定めなし（65歳から1年毎の更新制）
待　遇▶ 社保完備、試用期間3ヶ月有、喫煙所有

《共通項目》

恵庭 正 バス・トラック乗務員

仕　事▶クレーン付きトラックでの配送業務
時　間▶7:00～16:00 ※休憩1h、早出、残業有
勤　務▶週5～6日 ※シフト制
給　与▶  基本給180,000円 

※他、無事故手当10,000円、深夜手当4,000円～、 
　時間外（4t･8t/56,000円～、11t/66,000円～） 
〈月収例〉4t・8t/月25万円～、11t/月26万円～ 
※月収例は一例で保証するものではありません

資　格▶中型免許以上

勤務時間 12月時給 12月深夜時給  
（22～翌5時） 1月時給 1月深夜時給  

（22～翌5時） 送迎
1 14:00～21:00（休憩1h）

1,150円 - - - -
2 14:00～19:00（休憩なし） -
3 9:00～13:00（休憩なし） 1,050円 - 950円 - -
4 16:00～19:00（休憩なし）

1,150円 - 1,100円 - 千歳
5 16:00～23:00（休憩1h） 1,438円 1,375円 千歳
6 19:30～23:00（休憩なし） 1,300円 1,625円 1,050円 1,313円

千歳・恵庭
7 19:30～翌4:00（休憩1h） 1,500円 1,875円 千歳・恵庭
8 20:00～翌1:00（休憩なし）

1,400円 1,750円 1,100円 1,375円
-

9 21:00～翌1:00（休憩なし） -
10 21:00～翌4:00（休憩1h） 1,500円 1,875円 -
11 23:00～翌4:00（休憩1h）

1,400円 1,750円 1,050円 1,313円
千歳・恵庭

12 23:00～翌8:00（休憩1h） -
13 5:00～8:00（休憩なし） 1,200円 - - -

期　間▶12～1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

毎年恒例！ヤマト運輸の
年末短期スタッフ 募集中

まだまだ

合計 300名
12月 200名 1月 100名

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3日間!土11月5日

千歳ベース 10時 / 14時 / 19時 11/5（土）・6（日）・7（月）
恵庭市民会館 16時 / 18時 11/5（土）・6（日）

日・6日 月・7日

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!!

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）
◆宅急便仕分けスタッフ（アルバイト）

千歳 ア 宅急便等の仕分け作業

12/20～27は
1日 

2,000円！！ 
さらに！！ 

土日出勤特別手当 
1日500円!!

12月・1月の2ヶ月間も募集

12月のみ 
OK!!

北海道東急ビルマネジメント㈱
千歳・苫小牧営業所

〒066-0027 千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F

担当/
スズキ0123-22-1090

問合せだけでもOK、まずはお電話ください。

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶ 清掃員
給　与▶ 時給930円
時　間▶  7:30～16:00（実働7.5h） 

※休憩1h
休　日▶ 土日祝・年末年始、他学校閉庁日 

※ 一部土・日・祝日に学校行事があ
る際は、出勤の場合があります。

待　遇▶ 社会保険対応、 
交通費規定支給、敷地内禁煙

勤務先▶ 北陽小学校

清掃員さん募集!
千歳 契 小学校清掃員

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

給　与▶ 時給960円
時　間▶ ①10:00～15:00 

※休憩なし、残業なし 
 ②10:00～19:00 
※休憩1h、残業なし

勤　務▶シフト制　※応相談
勤務先▶我汝会えにわ病院

◆厨房（調理補助） 《フルタイム/パート》

給　与▶ 時給960円
時　間▶ 18:00～22:00
勤　務▶ 週3日～OK（シフト制）
休　日▶①土日祝　②日祝
勤務先▶我汝会えにわ病院

◆①手術室清掃　②夜清掃《パート》
共通項目

期　間▶1年毎の更新
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、職場内禁煙

扶養範囲内
勤務も可調理員・清掃

スタッフ募集

恵庭 パ 清掃、調理補助

《共通項目》 
期　間▶長期　　　給　与▶時給920円

0123-24-0800

親切･丁寧に指導いたしますので未経験者でも安心！

清掃員募集

日本管財サービス株式会社
〒066-0015　千歳市青葉8丁目3番1号

担当/高倉

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください。

航空自衛隊千歳基地内（男・女パート）

千歳市柏台

仕　事▶ 隊舎の清掃 
（共用部分、廊下、トイレ、風呂場）

資　格▶未経験者歓迎（車通勤可能な方待遇）
時　間▶ 8:00～17:00の間で 

1名で5h、又は2名で2.5h ※残業なし
勤　務▶ 月・金 ※お盆、年末年始はお休み
待　遇▶ 労災保険、制服貸与、交通費規定支給

仕　事▶事務所・仮設トイレ等の日常清掃
資　格▶車通勤できる方、未経験者・シルバー歓迎
時　間▶ 13:00～15:00の間で、月・水・木/1h 

火・金/2h ※勤務時間応相談、残業なし
休　日▶土・日、年末年始
待　遇▶労災保険、交通費規定支給、制服貸与
勤務先▶千歳市柏台

千歳 パ 清掃

㈱デザートランド
北海道工場恵庭市戸磯201-20

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡「Ｑ人ナビを 
見た」とお伝えください！お気軽にお電話を！随時受付♪

応 募 0123-34-0800

有名コンビニスイーツ製造しています！

即日勤務OK！

スタッフ募集!
短期アルバイト
時給1,100円

期　間▶即日～12月末もしくは翌3月頃 ※応相談
資　格▶ 未経験歓迎
待　遇▶ 労災・雇用保険（勤務時間による）、制服貸与、車通勤

可、交通費規定支給、工場内禁煙、喫煙ブース有

アルバイト/ 製造・洗浄、洋生菓子の製造全般 
（商品の仕分け・出荷作業、製造準備等も有）

時　間▶ ①9:00～18:00 
②13:00～18:00 ③18:00～22:00 
①～③の中で選んでいただき 
応相談になります。 ※休憩は6h以上勤
務で1h、残業月5～10h

給　与▶時給1,100円
勤　務▶ 週3～5日 ※応相談 

※年中無休のため、シフト制

1ヶ月でもOK

恵庭 ア 製造、洗浄

◆ライン作業 ★週3日勤務～ 応相談
期　間▶ 即日～翌2月中旬まで 

（若干延長の可能性有、更新なし）
仕　事▶ 食品製造工程のライン作業
時　間▶  8:00～17:00もしくは9:00～16:00 

（休憩1h、残業なし） ※応相談
給　与▶時給1,300円
◆軽作業　★週5日勤務可能な方
期　間▶ 即日～翌3月末まで（更新の可能性有）
仕　事▶ 軽作業（切干大根の包装業務、ウォーター

サーバーのメンテナンス）
時　間▶  8:00～17:00（休憩1h、残業なし）
給　与▶時給1,000円
《共通項目》
資　格▶ 経験不問、要普免（通勤用）
休　日▶ 土曜・日曜、年末年始他（会社カレンダーによる）
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、 

無料駐車場完備、屋外に喫煙ブース有

工場での作業員募集！
経験不問！

まずはお電話ください。

〒066-0007 千歳市中央1114-13

［担当］中村0123-20-2161
AWファーム千歳 株式会社

千歳 パ ライン作業、軽作業


