
2023年2月24日（金） ちゃんと13

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶�インストラクション、事務�

作業、販促活動、POP作成等
給　与▶時給920�〜1,000円
時　間▶��9:30〜17:00��

9:30〜20:00の間で�
5〜8h程度�※応相談�※残業なし

休　日▶月曜・祝日、日曜（隔週）
待　遇▶�交通費規定支給、社保完備、正社員登用制度有、�

事前学習有、ビル内禁煙

パソコン教室スタッフパソコン教室スタッフ
20〜40代の女性が活躍中! 未経験者歓迎!!

仕事をしながら仕事をしながらPCPC
スキルスキルが身につく！が身につく！

〒066-0062 千歳市千代田町7丁目1789-3 千歳ステーションプラザ2Ｆ

株式会社YES
ビジネス学院

お電話のうえ、写真付履歴書をお持ちいただくかご郵送ください。

011-894-2682
または千歳校�0123-29-3570

担当/須藤

千歳 パ パソコン教室スタッフ

募集募集

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、労働組合有

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▶�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

正社員募集正社員募集！！
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▶�未経験者/月21万円〜�経験者/月30万円〜�

※試用期間3ヶ月/時給1,150円�
(日勤の場合/時給950円)

時　間▶�18:00〜翌6:00の間で実働8h�
※9:00〜18:00（日勤）の場合も有�※残業月40h程度

勤　務▶�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、受動喫煙対策有
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

未経験者歓迎！

恵庭 正 清掃スタッフ

期　間▶�令和5年4月6日〜11月12日
仕　事▶�パークゴルフ場にて管理業務（受付、料金の集計等）
資　格▶�未経験者歓迎、高校生不可
給　与▶�時給930円
時　間▶�7:00〜12:30、12:30〜18:00�※シフト制�

※休憩、残業なし、季節により時間変動有
休　日▶�水曜、他、シフト表による
勤務先▶�つばさ公園パークゴルフ場/千歳市泉沢1007-127
待　遇▶�労災保険、交通費規定支給、受動喫煙対策有

千歳市上長都4番地5
千歳市環境整備事業協同組合

つばさパークゴルフ場つばさパークゴルフ場のの  
管理人募集中 !管理人募集中 !

千歳 パ 管理人

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。

24-1366 担当/公園部課長�服部
受付/9〜17時

千歳 パ 清掃

(株)東洋実業�千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20�第12ふじやビル4F

22-5280 採用係応募

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶日常清掃
資　格▶不問、未経験者歓迎
給　与▶時給1,000円
時　間▶7:00〜10:00�※実働3h、残業なし
勤　務▶月20日程度
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸

与、受動喫煙対策有
勤務先▶�ビアワークスちとせ内テナント�

/千歳市東郊1-7-1

清掃スタッフ清掃スタッフ

キレイな環境でお仕事ができますキレイな環境でお仕事ができます

募 集 !募 集 !
内装をリニューアルした内装をリニューアルした

吹付け塗装経験者吹付け塗装経験者

溶接工・・・4名募集
半自動溶接経験者半自動溶接経験者

塗装工・・・4名募集

札幌市東区北34条東20丁目5番11号三好梱包商事㈲派遣事業部一般労働者派遣事業(派01-301226)

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

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶塗装工・溶接工
給　与▶�基本月給288,000円�※別途残業手当有�

月収例/①定時�時給1,800円×8h×20日勤務�
②残業�時給2,250円×30h�
①+②＝355,500円

時　間▶�8:00〜17:00（実働8h）�
※休憩1h、残業30h程度/月

休　日▶�土、日、祝日（振替の場合有）、GW、�
お盆（8/11〜8/16）6日間、�
年末年始（12/29〜1/8）11日間

まずは工場見学�
してみませんか？

千歳

資　格▶�塗装もしくは溶接の経験があれば可、�
定年は満60歳の誕生日(再雇用制度有)

待　遇▶�各社保完備、賞与有、車通勤可、交通費規定
支給、制服貸与、食堂・休憩室利用可、有給
休暇付与、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

増員募集！！増員募集！！
「転職の「転職の
������チャンスです！」������チャンスです！」

正 塗装工、溶接工

★未経験者歓迎!!★

まずはお電話ください！
［担当者直通番号］

0123-23-5323

ジェラテリア ミルティーロ
千歳市長都2 ※JR長都駅から約3km

【採用担当者】受付/9:00〜16:30

期　間▶�即日〜9月30日�
※通年雇用への登用相談可

仕　事▶�店内業務全般�
（接客、ジェラート盛りつけ、清掃等）�
★�盛りつけは従来の「ヘラ」を使用せ
ず、「ディッシャー」で行います。�
誰にでも簡単にできるお仕事です。

勤　務▶�週2〜4日
時　間▶�①10:30〜14:30�

②13:30〜17:30�
※残業なし

給　与▶�時給930円〜�
※�試用期間中/時給920円��
（最長3ヶ月、能力により短縮）

待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、受動喫煙対策有

千歳 パ 販売スタッフ

残り若干名!残り若干名!

すぐ働けます!! 通年雇用も相談可すぐ働けます!! 通年雇用も相談可

お店の月間売り上げ お店の月間売り上げ 
目標達成で目標達成でボーナス支給!!ボーナス支給!!
仲間と協力して頑張ろう!!仲間と協力して頑張ろう!!

土・日・祝 勤務できる方歓迎!土・日・祝 勤務できる方歓迎!

急募!!急募!!

エスコンフィールドHOKKAIDO内/北広島市Fビレッジ1番地

生ハムとワインのお店　マンマパルマ
北海道の餃子　天のびろく

090-1944-3301 担当/本田

ファイターズの試合開催日（3月後半～10月後半
位まで）及び催事のみの勤務となりますが、希望に
より千歳市内の系列店舗での勤務が可能です。

2店舗で合わせて30名程度を募集します。2店舗で合わせて30名程度を募集します。
たくさんの仲間と一緒に働こう!!たくさんの仲間と一緒に働こう!!

期　間▶正/雇用期間の定めなし　ア・パ/3月下旬〜10月下旬
仕　事▶テイクアウト専門店でのカウンター・調理業務等
資　格▶�未経験者歓迎、ブランクOK、主婦（夫）・学生（高校生

可）・WワークOK
時　間▶�デイゲーム/9:30〜18:30又は試合終了まで　�

ナイトゲーム/14:30〜22:00又は試合終了まで�
※正/シフト制　�
　アパ/上記時間内で実働3〜8h　応相談�
※6h以上の勤務で休憩1h、残業なし

給　与▶�正/未経験:月給220,000円〜�
経験者:月給250,000〜350,000円�

※能力・経験による(固定残業代30h分/34,500
　円含む。超過の場合は別途支給）�
アパ/時給1,200〜1,500円　�
※経験・能力に応じて決定

休　日▶�正/月6〜8日　シフト制　�
アパ/週1日〜OK（応相談）�※平日のみ、土日のみOK

待　遇▶�各社保完備（勤務による）、交通費全額支給、制服
貸与、まかないつき、昇給・賞与、試用期間3ヶ月、
受動喫煙対策有�
【正社員のみ】家族手当、独立支援金制度有

エスコンフィールドHOKKAIDO内に

3月OPEN予定!!
オープニング
スタッフ募集

まずはお気軽にお電話ください。メールでの応募も可。

tatsukiyo.0615@gmail.com

北広島 正 ア パ カウンター・調理業務

時給1,200円!

詳しくは�
HPを�
チェック！

［受付］9〜18時［受付］9〜18時
［担当］今成（いまなり）［担当］今成（いまなり）0123-25-32470123-25-3247

お気軽にお電話ください！

千歳市大和千歳市大和
2丁目3-72丁目3-7

今春施設開設に今春施設開設に
向け、向け、

追加募集!追加募集!
オープニングスタッフオープニングスタッフ

千歳 ア パ 介護スタッフ

仕　事▶施設での介護業務
期　間▶1年毎の更新制�※原則更新
時　間▶�①6:00〜21:00�実働4〜8h�

②21:00〜翌6:00�実働8h�
※残業なし

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

勤　務▶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
勤務先▶�グループホーム�幸福�(4月1日OPEN予定)�

共生型ケアホーム�やさしい介護幸福

株式会社エフビーエス
〒061-1411　恵庭市恵南1番地恵庭工場 �34-6866

まずはお気軽にお電話ください。
受付/9〜17時�担当/石橋

募集募集!!
《共通項目》
期　間▶即日〜長期
資　格▶�未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
休　日▶�土日�※他工場指定の休日有
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、正社員登用
制度有、喫煙ブース有（それ以外は禁煙）

②清掃スタッフ
仕　事▶�休憩室、トイレ等の施設内清掃
時　間▶7:00〜11:00�※休憩・残業なし
給　与▶時給950円

①製造スタッフ　正社員登用制度有!
仕　事▶�パンの製造、原料準備、箱詰め、洗浄等
時　間▶�6:00〜翌3:00の間で（実働8h）応相談�

※休憩1h、残業月/0〜20h
給　与▶�時給950円��

※22:00〜翌5:00/時給1,188円

★★土日お休み! 
★★昇給有!（人事考課による） 

清掃スタッフ清掃スタッフ
パン製造スタッフパン製造スタッフ（ライン作業）（ライン作業）

恵庭 パ 製造、清掃

仕　事▶�恵庭・千歳在住の派遣スタッフ4名の
自宅付近〜千歳市泉沢の派遣先企業
間の送迎業務です。リース車両をご自
宅で管理していただきます。

期　間▶4月1日〜�※応相談
休　日▶�日曜他、会社カレンダーによる土曜�

夏季・冬季休暇
時　間▶�6:30〜8:00及び17:30〜19:00�

※変動有�※実働3h�
※休憩、残業なし

給　与▶時給1,350円
待　遇▶車内禁煙
勤務先▶�恵庭市、千歳市

♢乗用車での送迎業務 /高時給・短時間

㈱ヒューマンインプリンク 千歳支社

千歳市柏台南1丁目3-1
一般労働者派遣事業/派01-300271有料職業紹介事業/01-ユ-300107

時給1,350円
0123-25-3221応 募

千歳・恵庭 ア 送迎ドライバー

時　間▶�8:00〜17:00（実働8h）シフト制　�
※休憩1h

勤　務▶�週2〜5日シフト制（応相談）　�
※土日祝は出勤有

勤務先▶�北広島市輪厚531-6（上り）�
北広島市輪厚522-7（下り）

共
通
項
目

輪厚PA（上り・下り）

北広島市役所から車で約15分 千歳市役所から車で約15分

キウスPA（上り・下り）

期　間▶〜令和5年3月31日　※原則更新有
仕　事▶�トイレ、喫煙所、その他に園地や歩道部等の清掃�

※�キウスは道東自動車道・千歳東ICから社用車に乗り換えて、現地まで向かいます。�
業務開始・終了時の報告と日報作成にタブレット端末・スマホを使用します。

給　与▶時給1,000円（残業代別途支給）
資　格▶�未経験者歓迎、要普免、車通勤可能な方　　休　日▶シフト制、週休2日以上
待　遇▶�社保完備（時間による）、昇給有、有給休暇制度、交通費規定支給、制服貸与、年末年始�

特別出勤手当、人間ドック最大7万円補助、研修制度有、試用期間3ヶ月、受動喫煙対策有

時　間▶8:00〜13:00（実働5h）シフト制　
勤　務▶�週2〜3日シフト制（応相談）　�

※土日祝は出勤有
勤務先▶�千歳市中央852-33(上り)�

千歳市中央852-117(下り)

電話の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は北広島事業所で行います。 011-377-3807 担当/渡辺　�

受付/平日8:30〜17:30

(株)ネクスコ・メンテナンス北海道 北広島事業所 北広島市大曲
並木1丁目1-1

高速道路 PA にある
休憩施設の清掃です♪

千歳・その他 契 清掃

WワークWワーク
OK!OK!


