
2023年1月13日（金）ちゃんと 12

千歳 パ 清掃

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

ローソン自衛隊東千歳駐屯地店 千歳市祝梅1016

22-2241※委細は面談にて

新型コロナウイルスの感染予防対策をしています。

期　間▶︎6ヶ月毎の更新（長期）
仕　事▶︎�店内品出し、清掃、調理�

（レジはさわりません、調理は揚げ物のみ）
資　格▶︎�車通勤可能な方、�

ダブルワーク・シニア歓迎、学生不可
時　間▶︎�①5:00〜8:00(9:00まで可)�

②18:00〜23:00�
※休憩なし、残業なし�
※状況により早上がりの可能性あり

給　与▶︎��時給950円〜
勤　務▶︎�週3日〜�※年末年始、お盆休み相談可�

(長期休暇ご相談ください)
待　遇▶︎�交通費規定支給、制服貸与、社会保険有、敷地内禁煙
勤務先▶︎�陸上自衛隊東千歳駐屯地内（千歳市祝梅1016）

◆東千歳駐屯地内店舗
Wワーク、シニアＯＫ!!

駐屯地内のローソン
で働こう!!

普段は入れない場所で、ちょっと働いてみませんか？

お待ちして お待ちして 
おります♪おります♪

長期休暇 
相談可！

急募！

千歳 パ 店内業務

〒061-1411恵庭市恵南4-1

調理調理スタッフスタッフさんさん募集!!募集!!
◆厨房（調理）
期　間▶︎雇用期間の定めなし
仕　事▶︎厨房での調理になります。
資　格▶︎�経験者・有資格者優遇
給　与▶︎時給940円〜
時　間▶︎�10:30〜21:30の間で5.5h�

（早番・遅番のシフト制）、残業なし
勤　務▶︎週3〜4日程度（土日勤務可能な方）
待　遇▶︎�交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、�

勤務後の入浴無料、受動喫煙対策有

［担当］ミズタカ
32-4171

� 電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

★土日勤務可能な方歓迎★経験者大歓迎

恵庭 パ 調理

お仕事説明会
参加ください

予約不要
持
ち
物

・黒ボールペン 
・写真付き履歴書

千歳ベースで日中開催の説明会には、 
千歳駅裏（スノーショップ駐車場前）から
の送迎バスをご利用いただけます。
10時開催→9:12発　14時開催→13:12発

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

恵庭市民会館

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

空いた時間でお小遣い稼ぎしませんか!
★土日に勤務すると…特別手当500円/日支給
★便利な送迎バスも運行中！�※エリアはお問い合わせください

5:00〜8:00
19:30〜23:00（千歳・恵庭送迎有）
19:30〜翌4:00（千歳・恵庭・苫小牧送迎・休憩有）
23:00〜翌4:00（千歳・恵庭・苫小牧送迎・休憩有）
23:00〜翌8:00（休憩有）

16:00〜19:00（千歳市内送迎有）
16:00〜23:00（千歳市内送迎・休憩有）
20:00〜翌1:00
21:00〜翌1:00
21:00〜翌4:00（休憩有）時

　
間

時 

給

時 

給

1,100円
22：00
～

翌5：00 1,375円
1,050円
22：00
～

翌5：00 1,313円

パートスタッフ募集！！
応募の方はまずはお電話ください

◆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）

◆宅急便仕分けスタッフ（アルバイト）
期　間▶︎2〜3月の2ヶ月間　※単月可
時　間▶︎右記参照　※残業0〜30分/1日
給　与▶︎�右記参照　※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）

2月･3月の2月･3月の2ヶ月2ヶ月
2月2月単月もOK単月もOK
学生・主婦（夫）・学生・主婦（夫）・
フリーターフリーター大歓迎！大歓迎！

※�今回の募集は、高校生の方は対象外です。ご了承ください。

ヤマト運輸 スタッフヤマト運輸 スタッフ募集募集 ! !! !
❶10:00〜  ❷14:00〜  ❸19:00〜

・15日1/ 土14
・15日1/ 土14

❶16:00〜  ❷18:00〜

千歳 パ 送迎ドライバー、宅配便等仕分け作業ア 宅急便等仕分け作業

札幌市東区北34条東20丁目5番11号
三好梱包商事�有限会社
業務請負業

お電話の上、面接時に写真付履歴書をお持ちください。

（札幌本社）�011-787-3443

0123-22-4368（千歳事業所）

�miyoshi-konpou-3443@m7.dion.ne.jp

20〜40代の
男性活躍中！

仕　事▶︎�◆機械部品の組立及び梱包作業�
◆塗装工・溶接工

期　間▶︎雇用期間の定めなし
給　与▶︎�基本給/月200,000円
時　間▶︎�8:00〜17:00�（実働8h）�

※残業�月16〜36h程度
休　日▶︎�土日祝、年末年始、GW、お盆
待　遇▶︎�各社保完備、有給休暇10日（6ヶ月後付

与）、制服貸与、交通費規定支給、受動喫
煙対策有

勤務先▶︎�千歳市上長都�第3工業団地�
（株）IHIアグリテック構内

まずは工場見学してみませんか？

経験者
優遇！

正社員募集！！正社員募集！！
千歳 正 機械部品組立、梱包請負

期　間▶︎1年毎の更新制
仕　事▶︎�ⓐ馬が別棟にいる間に、敷いてあるワラを取り替える作業�

ⓑエサが入っている器の洗浄　　ⓒ厩舎および厩舎周辺の掃き掃除
時　間▶︎�6:00〜9:00（実働3h）、6:00〜16:30（実働8h)　※休憩2.5h、残業なし�

※�勤務地によって就業時間が異なる場合がございます。
給　与▶︎�時給1,000円
勤　務▶︎�週5日または週6日　※選択可
休　日▶︎�［週5日勤務］週休2日制（日曜、他1日）　　［週6日勤務］日曜定休、夏季・冬季休暇
待　遇▶︎�労災保険、車通勤可、交通費規定支給、夏季・冬季ミニボーナス有、昇給有、�

定期健康診断、食堂利用可、屋外喫煙スペース有
勤務先▶︎�ノーザンファーム早来（勇払郡安平町早来源武275）　　ノーザンファーム空港（苫小牧市美沢114-2）

勇払郡安平町早来源武275  0120-15-1143 0120-15-1143
行こう！ いいホース

応 募

面接日は相談の上決定します。まずはご連絡ください！

牧場作業スタッフ募集!! ★正社員登用制度有！
★年2回ミニボーナス支給！

まずは職場見学してみませんか？

週5日週5日  oror  週6日週6日
働き方選べます!働き方選べます!

その他 パ 牧場作業

路線バスドライバー募
集

〒066-0055 
千歳市里美2丁目1-5

問い合わせ
0123-49-7788 〈担当〉坂下

下記住所に写真付履歴書をご郵送ください。書類選考後、ご連絡いたします。

ワンマン運行ですので安全運転に
集中してお仕事ができます。

期　間▶︎�4ヶ月毎の更新制（原則更新）
資　格▶︎大型二種免許保持者　★免許取得助成制度有!!
給　与▶︎�基本給/月218,820円
時　間▶︎�当社規定　※休憩1h、残業月10h程度
勤　務▶︎5勤1休　※年間休日90日
待　遇▶︎�各社保完備、時間外手当有、賞与有、�

交通費規定支給、有休有、喫煙室有、�
正社員登用制度有

勤務先▶︎本社・長都営業所（エコバス・大学送迎バス）

女性ドライバー
も歓迎

千歳 契 バスドライバー

期　間▶︎即日〜3/31　その後1年毎の更新制
給　与▶︎�一般/時給930円　高校生/時給920円〜
時　間▶︎�8:00〜13:00
勤　務▶︎�日数・休日応相談
待　遇▶︎�有給休暇、制服貸与、雇用保険、交通費規定

支給、屋外に喫煙スペース有

恵庭市黄金南
6丁目10番地4

まずはお電話でお問い合わせください。
後日面接日をご相談させていただきます。 

担当/採用係39-5555

共通項目

◆青果 ◆品出し◆惣菜

 日数・休日
応相談！

恵庭 ア パ 店内業務

期　間▶︎長期（1年毎に更新）
仕　事▶︎免税店等でのレジ接客及び品出し業務
時　間▶︎�7:30〜20:00の間で実働5〜7h�

※国際線のフライト状況により変動有
給　与▶︎時給1,150円
勤　務▶︎�週3〜5日�

※シフト制　日数・曜日応相談
資　格▶︎年齢・学歴・経験不問
待　遇▶︎�各社保完備、交通費規定支給、制服等貸

与、賞与年2回、空港内喫煙室有
勤務先▶︎新千歳空港国際線及び国内線店舗

千歳市美々987番地22北海道空港�株式会社担当
影山

まずはお気軽に
お電話ください。 0123-46-5118

★勤務表は月毎に作成

★�語学堪能な方や海外のお客様への接客
経験のある方優遇!!

免税店スタッフ募集!!免税店スタッフ募集!!

国際色あふれる免税店で一緒に国際色あふれる免税店で一緒に
働いてみませんか？働いてみませんか？

千歳 パ 店内業務

＼仕事探すなら／

お
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事
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電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は千歳・恵庭市内で行います。土日祝も随時受付中!!

担当/のと011-207-0911011-207-0911
札幌市中央区南1条東2丁目11-4 ミナミ1条タカハタビル8階
キョウワプロテック㈱札幌事業所

期　間▶︎長期
時　間▶︎�①9:30〜18:45（実働7.5h）※休憩1.75h�

②9:30〜13:30（実働4h）�
③14:45〜18:45（実働4h）�
④5:30〜7:30（実働2h）※平日のみ��
※残業なし

給　与▶︎�①〜③時給920円〜�④時給1,200円〜
休　日▶︎�週2〜3日程度（シフトによる）�

※�希望休考慮致します。
待　遇▶︎�制服貸与、交通費規定支給、社保（法定によ

る）、車通勤可(無料駐車場完備)、�
喫煙スペース有

勤務先▶︎�陸上自衛隊東千歳駐屯地内食堂

食器洗浄食器洗浄
スタッフ増員募集スタッフ増員募集

入社祝い金入社祝い金
1万円1万円支給支給

※規定有※規定有

長期安定

未経験者歓迎

勤務開始日応相談

休み希望OK

千歳 パ 食器洗浄

期　間▶︎雇用期間の定めなし
時　間▶︎�月・火・水曜日/9:00〜17:00の間�

（作業内容によって変動有、応相談）�
木・金曜日/1地域、2h程度〜�
※休憩30分、残業/月平均4〜5h

給　与▶︎�時給950円　　
勤　務▶︎�週4〜5日�※応相談
資　格▶︎�年齢不問、車通勤できる方
待　遇▶︎�社会保険なし、交通費規定支給、敷地内禁煙�

※委細面談にて�

仕分け仕分け・・梱包梱包・・配布配布

まずはお気軽にお電話ください！
千歳市北斗
4丁目
13番20号

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

木
金 300軒程度で、配布地域はその都度変わります。

※詳細は面接の際にご説明いたします！

　　　　  の配布

水 チラシの折込、梱包

火
月 折込チラシの

仕分けや
チラシの荷受け

一
週
間
の
主
な
流
れ

スタッフスタッフ
のの生活情報紙生活情報紙

0123-27-0911

千歳・恵庭 パ 業務スタッフ


