
2023年2月17日（金）ちゃんと 10

期　間▶1年毎の更新制
勤務先▶ 恵庭市恵南17-1
資　格▶未経験者歓迎、経験あれば尚可 
仕　事▶ 階段・廊下・会議室・休憩室・男女トイレ他 

共用部分の日常清掃全般
給　与▶時給940円
時　間▶ 11:00～14:00（実働3h）  

※状況により、残業の場合有
休　日▶ 土日祝 ※勤務先カレンダーに準ずる
待　遇▶ 各社保完備（規定による）、制服貸与、車通勤

可（無料駐車場有）、交通費規定支給、有給休
暇、受動喫煙対策有

〒060-0003 札幌市中央区北３条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル
石井ビル管理㈱札幌営業所

まずはお電話かメールにてご連絡の上、写真付履歴書を
お持ちください。面接は勤務先で行います。

011-221-6514 担当/採用係

土・日・祝が休み!

isisapp@rapid.ocn.ne.jp

働きやすい時間帯!

安定企業での日常清掃スタッフ!!
恵庭 パ 日常清掃

期　間▶１年毎の更新制
仕　事▶ 新千歳空港内の巡回、他業務
資　格▶ 普通(中型)免許、車通勤できる方
給　与▶ 月給160,000円～ ※深夜割増含む 

※資格手当有/10,000円迄
時　間▶ 日勤/7:30～16:30 ※休憩1h 

夜勤/16:30～翌7:30 ※休憩2.5h 
（シフト交替制、状況により残業の場合有）

休　日▶ 月7～9日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、制服貸与、 

正社員登用制度有、喫煙所有、資格取得制度有
勤務先▶新千歳空港内

空港施設
警備員 募

集

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。

正社員 
登用有

千歳 契 空港施設警備員

期　間▶ 入社希望日～4月末まで 
（5月～翌年4月の1年契約更新）

勤務先▶ トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター
仕　事▶ 新車・中古車の洗浄ラインでの車内清掃。掃除機

がけや、シートの拭き掃除など、簡単な作業です。
休　日▶ 日曜・祝日、他シフト制（年間所定休日108日） 

★GW・お盆・年末年始の長期連休有  
★シフト応相談

時　間▶ 9:00～17:00 （休憩1h、繁忙期により残業有）
※時短勤務可

給　与▶ 時給970円～ 
（1日7h×970円×22日＝149,380円）

資　格▶ 要普通自動車運転免許（運転経験1年以上）、 
65歳未満（定年雇い止めのため）

待　遇▶ 車通勤可、無料P有、交通費当社規定支給、社会
保険完備、作業服貸与、有給休暇有、能力に応じ
て昇給有、施設内禁煙

恵庭市北柏木町3丁目73

まずはお気軽にお電話ください。面接日時をお知らせします。
写真付履歴書をお持ちください。

トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター
担当/ 三浦・傳法(デンポウ)0123-47-8000

増員募集!!
簡単作業!

扶養内OK！
未経験者歓迎!

恵庭 契 洗浄ライン作業

給　与▶ 時給920～1,100円　 
※22時以降深夜割増有 
※試用期間3ヶ月/時給920円

給　与▶ 月給171,000～305,000円　

［受付］9～18時
［担当］今成（いまなり）0123-25-3247

お気軽にお電話ください！

千歳市大和
2丁目3-7

今春施設開設に向け、
追加募集!オープニングスタッフ

千歳 正 ア パ 介護スタッフ

詳しくはHPを 
チェック！

【共通項目】
仕　事▶施設での介護業務
期　間▶ 【正職員】雇用期間の定めなし 

【アルバイト・パート】1年毎の更新制 ※原則更新
時　間▶ ①6:00～21:00の間で実働8h（パートは応相談） 

②21:00～翌6:00の間で実働8h ※残業なし
勤　務▶シフト制（パートは週2～5日 ※応相談）　
待　遇▶ 社会保険完備（時間による）、雇用・労災保険、 

交通費規定支給、車通勤可、賞与年2回 
【正職員】 退職金制度有（企業型確定拠出年金）、 

家族手当有
勤務先▶ グループホーム 幸福 

共生型ケアホーム やさしい介護幸福

◆ 正職員

◆ アルバイト・パート

時　間▶ 6:30～20:00の間で早番・遅番有（実働8h） 
※休憩2h、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15,800～45,000円、
その他手当11,500～42,000円 
〈月収例〉 ※月22～24日勤務 
エコバス/242,000～264,000円 
貸切大型バス/260,000～288,000円

女性も活躍できる♪

仕　事▶ エコバス/市内循環バスの運転業務 
貸切バス/マイクロバス・大型バスの運転業務

資　格▶ エコバス/大型二種　　貸切バス/中型二種以上

〈正社員〉 配車係および事務補助

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

《全体共通項目》

《バス乗務員共通項目》

仕　事▶ タクシーの配車係および事務
時　間▶ 7:30～18:00（実働8h）  

※繁忙期に1日1h程度の残業の場合有
勤　務▶ 週5日程度 ※シフト制
給　与▶基本給174,000円

〈正社員〉 エコバス・貸切バス乗務員
恵庭 正エコバス・貸切バス乗務員、事務補助

●寮完備　●送迎有 
●従業員食堂　●褒賞制度有

福利厚生充実

担当/湊谷(ミナトヤ)0123-25-2211
お気軽にお電話ください。全員と面接致します。

◆ 食器洗浄スタッフ（パート）

仕　事▶ 従業員食堂での調理全般 
（食材の準備・調理・盛付・提供など）

時　間▶ 8:30～17:30 実働8h ※休憩1h、残業なし
給　与▶時給1,100～1,500円（経験等考慮）

期　間▶ 即日～3/31 ※その後、1年毎の更新（原則更新）
勤　務▶週3～5日 シフト制 ※応相談
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可（駐車場

有）、制服貸与、送迎有、独身寮完備、従業員食堂
利用可、褒賞制度有、受動喫煙対策有

◆ 従業員食堂調理スタッフ（パート）

共通項目

千歳市
支笏湖温泉 みずのうた

仕　事▶「水の謌」内の食事会場で使用する食器の洗浄
時　間▶ 12:30～22:30の間で実働8h　 

※シフト応相談　 
※状況により早上がり、延長の場合有

給　与▶時給1,000～1,100円

千歳 パ 食器洗浄、調理

パートスタッフ募集！

製造
事務員
パン

セブン-イレブン・ジャパン向けパンの 
製造をしている会社です。

スタッフ募集　★恵庭駅より送迎有！

恵庭

仕　事▶ オーブンからパンを取り出したり、パン生地に具
材をのせる等の、パン製造補助

資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶ 9:00～18:00、22:00～翌7:00 

※休憩1h、残業月20h程度、時間前後要相談
給　与▶ 時給950円～※22:00～翌5:00/深夜手当有

製造スタッフ

仕　事▶電話対応、来客対応、受発注業務
資　格▶パソコン、基本的な操作が出来る方
時　間▶ 8:30～17:30 ※休憩1ｈ、残業/月5～10h程度
給　与▶時給1,000円

事務員

株式会社エフビーエス
〒061-1405　恵庭市戸磯47-7札幌工場

 31-0900
まずはお気軽にお電話ください。

受付/9～17時 
担当/原田・本間

パ 製造、事務員

期　間▶即日～長期　　　休　日▶週2日、シフト制
待　遇▶ 各種社会保険完備、有給休暇有、制服貸与、昇給有

（人事考課による）、車通勤可、交通費規定支給、送
迎有、喫煙室有

◆札幌工場（恵庭市戸磯47-7）

《共通項目》

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
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 or 週6日
働き方選べます!

その他 パ 牧場作業

学生・主婦(夫)・フリーター大歓迎！

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

★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▶3～4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）

※ 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 スタッフ募集 ! !
❶10:00～  ❷14:00～  ❸19:00～

・19日2/ 土18
・19日2/ 土18

❶16:00～  ❷18:00～

千歳 ア パ 宅急便等仕分け作業パ 送迎ドライバー

3月･4月の2ヶ月
3月単月もOK！

週3日～
OK!!

恵庭

仕　事▶寮にて朝食・夕食を作ります。
時　間▶ ①6:30～9:30  

②16:00～19:00 
③16:00～20:30  
※いずれも休憩、残業なし

休　日▶ 日曜・祝日、他シフトによる ※春・夏・冬休み有
勤務先▶ 恵庭ハイム/恵庭市恵み野西6丁目17-5 

若草ハイム/恵庭市恵み野北3丁目1-4

期　間▶即日～長期
給　与▶時給950円～
待　遇▶ 交通費規定支給、有給休暇有、全館禁煙、車通勤可

仕　事▶施設・レストランで朝食～夕食までの調理
時　間▶ 5:00～19:30の間で3.5h～5.5hのシフト制 

※休憩、残業なし
勤　務▶週3～5日
勤務先▶ jikeレストランMEGUMNO 

恵庭市恵み野西5丁目

まずはお電話
ください。

ジケイ・スペース株式会社
0123-36-2271

恵庭市
恵み野西2-2-11

調理業務員募集!!
パ 調理

施設・レストランの調理

学生寮の調理

《共通項目》
電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

千歳にて面接を実施します。 担当/熊谷

期　間▶ 期間の定めなし ※長期契約 65歳以
上は嘱託契約（1年毎の契約更新）

待　遇▶ 社保加入有、交通費規定支給、制服貸
与、無料駐車場有、有給休暇（半年後か
ら）、喫煙場所なし ※ホテルの客室は 
１フロア喫煙可能客室有

勤務先▶千歳市幸町5丁目6-1

共
通
項
目

 011-707-5228

札幌市北区北7条西1丁目2-6■ビルメンテナンス業
協和総合管理㈱ 札幌支社

仕　事▶シフト管理・点検
給　与▶ 時給1,000円～ ※経験考慮 

※ 延長・残業代別途支給（5分単位で支給）
時　間▶ 8:00～16:45（休憩45分）
勤　務▶月平均21日

❶ 清掃管理者

仕　事▶ベッドメイク及び清掃
給　与▶ 時給940円～ ※経験考慮  

※延長・残業代別途支給（5分単位で支給）
時　間▶ 9:00～15:45（休憩30～45分）
勤　務▶ 月平均15～21日 ※扶養内の勤務もOK

❷ 客室清掃者

千歳 パ 管理者、清掃


