
2023年3月10日（金） ちゃんと17

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭
学校行事など突然のお休みにも対応します!
仕　事▶ 野菜の種まき、育成、収穫等。 

時期によって箱詰め作業もあります。
期　間▶4月初旬～11月初旬（予定）
資　格▶ 未経験者歓迎、 

交通機関が不便なため自力通勤できる方
時　間▶ 8:00～17:00（勤務時間応相談） 

例/8:00～12:00 ※残業なし 
※昼休憩1.5h、午前・午後15分の休憩有

休　日▶週1日、応相談（天候により変動有）
給　与▶ 時給950円～ ※経験・能力により昇給有
待　遇▶ 労災保険、直売所での割引制度有、喫煙ブース有

規格外野菜の
プレゼント

あり！

お菓子 
飲み物付 
休憩あり♪

野菜直売所
ロードハウス ふくもと 福本農園

〒061-1356　恵庭市西島松316

採用係36-8290 090-8274-1755

ア パ 農作業スタッフ

期　間▶1年毎の更新制
給　与▶ 一般/時給930円 学生/時給920円～
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

時　間▶ 17:00～22:00 
※残業なし、休憩なし

時　間▶ 8:00～13:00 ※残業なし、休憩なし

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

 日数・休日
応相談！

共
通
項
目

◆青果 ◆品出し ◆惣菜

◆レジ ★学生歓迎！

恵庭 ア パ 店内業務

24-0800

清掃スタッフ（男・女パート） 
シニアの方、大活躍中！

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

勤務先▶千歳基地厚生センター
仕　事▶館内及び浴場の清掃、受付業務等
資　格▶未経験者歓迎、車通勤可能な方
給　与▶時給950円
時　間▶ ①7:30～11:00 ※休憩なし 

②11:00～21:00 ※休憩1h 
※残業なし

勤　務▶ ①火・木・土・日 ②日のみ 
※シフト制、（GW・お盆・年末年始休み）

待　遇▶ 雇用保険（条件有）、労災保険、作業服貸与、 
交通費規定支給、車通勤可
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください。

千歳 パ 清掃

千歳・恵庭 契 タクシードライバー

期　間▶3月15日～5月31日
仕　事▶自転車の組立・整備
時　間▶ 9:00～21:00内の7hシフト 

※休憩1h、残業なし
給　与▶時給1,050円～　　
休　日▶シフト制（週休2～3日） ※相談可能　　
勤務先▶恵庭市

期　間▶長期
仕　事▶組立作業スタッフ
時　間▶  8:20～17:30  

※休憩70分、 
　残業月20h程度可能性有

給　与▶時給1,100円～　　
休　日▶ 日・祝（生産状況により土曜出勤の可能性有）　
勤務先▶千歳市

期　間▶長期
仕　事▶ソースの製造・加工
時　間▶ 9:00～17:00 ※休憩1h、残業なし
給　与▶時給1,007円～　
勤　務▶週4日～ ※応相談
休　日▶ 日曜・他　　
勤務先▶安平町

人気のお仕事

㈱アスクゲートノース
千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F

当社は「社団法人 日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号 派01-300587

24時間受付OK！お気軽にお電話ください。
0120-172-642

求人説明会 9:00～12:00内のお好きな時間にお越しください。

履歴書不要、服装も自由。
お気軽にお問合せください！

新着求人

期　間▶長期
仕　事▶パンの袋詰め
時　間▶  ①8:00～14:00（5.5h） 

②9:00～13:00（4h） 
③13:00～17:00(4h) 
※①～③ご希望の時間を教えてください。 
※休憩・残業なし

給　与▶時給968円～　　 
休　日▶ シフト制（週休2日）  

※①は週4日勤務～相談可能
勤務先▶恵庭市

短時間勤務
（扶養内可能）短期のお仕事

待　遇▶ 各社保完備、日払い有（規定有）、 
受動喫煙対策有、送迎有

《共通項目》

3/17金  千歳市民文化センター 4F 小会議室2
3/23木  恵庭市民会館 2F 小会議室

千歳・恵庭・他 派 組立・整備、製造・加工、組立作業、袋詰め

0123-34-0740応 募

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

株式会社道央環境センター 恵庭市本町27番地

給　与▶ 時給940円～
時　間▶ 9:30～15:00の間で3～5h
勤　務▶週3～5日 ※シフトによる
勤務先▶えにわステーションホテル

◆客室清掃

清掃・調理員
スタッフ募集!

恵庭 パ 清掃、調理補助

給　与▶ 時給960円～
時　間▶ ①10:00～15:00 

 ②10:00～19:00 ※休憩1h
勤　務▶シフト制、週3日～もOK
勤務先▶我汝会えにわ病院

◆厨房（調理補助） 《扶養内パート》

給　与▶ ①時給930円～ ②③時給960円～
時　間▶ ①8:00～12:00 

　（8:00～18:00のフルタイムも可） 
②③18:00～22:00

勤　務▶ 週3日～OK（シフト制）
休　日▶ ①日祝、シフト指定日 

②③土日祝、シフト指定日 
勤務先▶我汝会えにわ病院

給　与▶ 時給930円～
時　間▶ 8:00～12:00
休　日▶土日祝、シフト指定日
勤務先▶サッポロビール北海道工場

◆ ①昼清掃 ②夜清掃 ③手術室清掃

◆ 清掃 《扶養内パート》

フルタイム勤務も可

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

新車洗浄ライン

期　間▶  雇用期間の定めなし
仕　事▶  電話対応、書類チェック等事務作業
資　格▶ 未経験者歓迎、簡単なPC入力できる方歓迎
給　与▶時給930円
時　間▶  9:00～15:00　※応相談　※残業なし 

【例/実働4h×4日、実働5h×3日】
勤　務▶ 週3～4日　　　休　日▶ 土日祝、他
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、館内禁煙、

子育て支援金有 
（小学校～高校生まで500～700円/1日)

勤務先▶ マリアージュインベルコ千歳支社　支社管理室 
（千歳市北信濃871-19 千歳シティーホール内）

お電話もしくは写真付履歴書をご郵送ください。

0123-26-1163
★ 休館などで繋がらない場合は、 
080-4415-2765（採用担当部署直通）

千歳市錦町
4丁目9番地（株）マリアージュインベルコ千歳支社

事務スタッフ募集！
★働きやすい時間帯!

｢子育て支援金｣あり!
時間・日数応相談

（リアン平安閣）

千歳 パ 事務

5:00～8:00、19:00～22:00 は、

円
時
給1,000
期　間▶6ヶ月毎の更新（長期）
仕　事▶店内業務全般
資　格▶ 車通勤可能な方、ダブルワーク・シニア歓迎
時　間▶ ①5:00～9:00or10:00 

②14:00～23:00 
③18:00～23:00 
※休憩なし、残業なし 
※状況により早上がりの可能性有

給　与▶  時給990円～（高校生は時給940円～） 
※5:00～8:00、19:00～22:00は時給1,000円

勤　務▶ 週2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）

◆店舗スタッフ

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。

お待ちして 
おります♪

土日のみ、 
平日週2～ 
OK！

千歳 パ 店内業務

急募！

＼仕事探すなら／

アルバイト体験記 恵庭市/日曜の朝は僕の時間  

高校生の頃から、餃子屋さんで働いてまし
た。接客はもちろん、洗い物や簡単な調理作
業、テイクアウトのお弁当作りをしてました。
初めてのアルバイトだったので、何をして

いいか分からずうろたえていると、先輩方が
一から丁寧に教えて下さり、大変助かりまし
た。
初めは出来ないことだらけでしたが、接

客がスムーズに出来たり、洗い物や掃除のス
ピードが上がったり、餃子が上手に焼けるよ
うになったり、出来ることがどんどん増えて
いき、最後にはしっかり後輩をサポート出来る先輩になっていました。
つらい事や大変な事もありましたが、仕事仲間との時間が楽しく、気がつ

けばそのお店で、4年半も働いていました。
でも一つ…制服が1年中半袖のため、冬場のドライブスルー業務は4年半

働いても寒すぎて大変でした。

あと残りわずかの  
募集です!

塗 装 工 
溶 接 工

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▶吹付塗装・半自動溶接
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者、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

正社員募集！！
「転職の
      チャンスです！」

正 塗装工、溶接工

急募!

千歳 パ 清掃・受付

(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

仕　事▶ 主に施設の日常清掃。他にペットの 
火葬受付やご遺族様への案内業務。

資　格▶不問、未経験者歓迎、車通勤可能な方
給　与▶時給920円
時　間▶ 8:45～17:15　※実働7h　 

※休憩1.5h、残業なし
勤　務▶ 月12日　シフト制 

（友引、元日はお休み）
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、敷地内全面

禁煙
期　間▶1年毎の更新制
勤務先▶千歳市葬斎場/千歳市根志越1365

!


