
2023年3月31日（金） ちゃんと13

■労働者派遣事業（派01-300021）

(株)ジェイサポート
面接地/ 札幌市北区北7条西4丁目8-3 北口ヨシヤビル3F 

（JR札幌駅北口より徒歩1分）

千歳市内近郊にお住いの方は出張面接を
実施しておりますのでお気軽にご相談ください♪

0120-706-717 受付/
9～17時応募

期　間▶即日～長期
仕　事▶ お菓子（チョコレートやケーキ）などの商品を製造

している工場での製造補助、梱包業務
時　間▶①8:30～17:30     ②10:30～19:30
　　　　③14:30～23:30　④17:00～翌2:00
            ※①～④のいずれか 
　　　　※実働7時間50分 ※休憩1時間10分、残業なし
給　与▶ 時給1,300円　22時以降深夜割増あり
勤　務▶週3～５日勤務（シフト制）
休　日▶ 工場カレンダーに準ずる（土日のみ固定休）
勤務先▶千歳市泉沢
待　遇▶ 週払いOK(規定有)、社会保険完備(法令どおり)、交

通費規定支給、制服貸与、車通勤可(無料駐車場完
備)、無料送迎有(JR千歳駅より)、受動喫煙対策有
（職場に喫煙室有）

春からお仕事始めませんか？
未経験者大歓迎！！

千歳 派 お菓子の製造補助、梱包業務

【千歳市美々】荷物の仕分け
期　間▶ 即日～長期
資　格▶ 土日勤務できる方歓迎、 

自力通勤できる方
給　与▶ 時給1,000円  

※22時以降/時給1,250円
時　間▶ 20:00～24:00（実働4h程度） 

※残業なし
勤　務▶週2日～ ★WワークOK
待　遇▶ 労災保険、週払い可、車通勤可、無料駐

車場完備、服装自由、受動喫煙対策有

WワークOK!
1,000円
★服装自由! ★週2日～OK!!

時
給

有限会社 ロジスパワー

まずはお電話ください。
写真付履歴書を持って面接にお越しください。

26-3570
080-5729-7602（土日祝/千葉）

【受付/月～金 9時～18時】

千歳市東雲町
1丁目9-6

千歳 ア 荷物の仕分け

まずはお気軽に
お電話ください。

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 食材の仕込みや洗い場などの 

業務。家庭料理程度ができればOK。
資　格▶経験不問、主婦（夫）歓迎
時　間▶ 14:30～19:00（実働4.5h） 

※応相談　※残業なし
勤　務▶週3～5日　※火曜日定休
給　与▶時給920円～
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、まかない付き、店内禁煙

千歳市清水町2丁目25
（新川通り沿い）

23-4307担当/岡田

ブランク
OK!!

シニア
歓迎!!

料理好き

ほかほか弁当 千歳店

の方
大歓迎!!

千歳 ア パ 厨房スタッフ

期　間▶6ヶ月毎の更新制
仕　事▶院内の日常清掃
給　与▶ 時給920円
時　間▶ ①7:00～16:00 ※実働7h、休憩2h　 

②7:00～11:00 ※実働3.5h、休憩0.5h 
※①②シフト制 ※残業なし

勤　務▶ 週2～4日 ※希望日数応相談 
★日曜日はお休みです。

待　遇▶ 労災保険、雇用・社保完備（法定通り）、 
交通費規定支給、制服貸与、敷地内禁煙

勤務先▶千歳市東雲町1丁目11番

株式
会社

清掃スタッフ募集!!
未経験者もシニアも歓迎♪

まずはお電話ください。面接は千歳で行います。

札幌市中央区南1条
西7丁目12 都市ビル2F 

平日9～18時
担当/小松011-271-5038応募

北光管理サービス

千歳 パ 日常清掃スタッフ

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

 仕　事▶管理・収穫・選別等の農作業
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給948円～ ※試用期間/同条件
時　間▶ 8:30または9:00～13:00または16:00 

※応相談 ※天候などの状況により変動有
休　日▶ 土曜日 ※応相談
勤　務▶ 週2～6日 ※応相談
期　間▶ 4月中旬～10月末頃まで
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、車通勤可、 

受動喫煙対策有

恵庭市下島松627

まずはお気軽にお電話ください。 担当/寺澤

090-3112-4089
寺澤農園

［受付時間］
9:00～19:00

未経験者歓迎!!
勤務時間・働き方等ご相談ください

Wワーク
OK

恵庭 パ 農作業

アルバイト体験記 恵庭市/いももち（35歳）

以前、お知り合いの農家でアルバイトをしたことがあります。その農家さんは、
「じゃがいも」をメインで育てていて、他にもちょっと珍しいお野菜や、ハーブ
もありました。
農家でお仕事するのは初めての私。どんな格好で行けばいいんだろう？？　

と初日は汚れてもいいようにジャージと長靴、普通の帽子というような恰好で
行ったんですが、それではダメでした。すぐに泥が中まで染み込んできて、帰
りにはすっかり泥んこ！　何年振りかの泥んこがとても楽しかった思い出です。
さっそく、シャリシャリ素材の上下と、麦わらに日よけの布がついた帽子、厚手
のゴム手袋などを買い、翌日からは完璧な農家のアルバイト姿♪　もちろん今ど
きは可愛い農作業グッズがたくさんあるので、ちょっとオシャレ仕様♪
私がお世話になった農家さんでのお仕事は、トラクターで掘り返されたじゃ

がいもを拾うお仕事や、野菜畑での間引き、空いた時間には草むしり、などなど
やることは色々でした。じゃがいも拾いはなかなかの重労働でしたが、ダイエッ
ト気分で楽しく働けました。10時と 15時に休憩時間があり、一緒にお仕事し
ているみなさんが作ってきてくれたおやつやお惣菜、農家さんが用意してくれた

おやつなど、休憩時間はおしゃべりと食べ物で、楽しい時間です。
仕事が終わると、しっかりガードしてはいても服の中には土、鼻の中もなん

だか土っぽい…。暑い日は汗で化粧の跡形もなかったけど、私にはそれも楽しい
体験でした。雨が降ったらお休みだったのですが、翌日天気が良くなるとビック
リするくらい雑草が伸びていたのが印象的です。
当時子どもが小学校低学年で、学校行事や急な病気の時にも都合を聞いてく

れたので本当にありがたかったです。時々、商品にならない野菜をいただくこと
もあり、新鮮で美味しい野菜に感激でした。自分が関わった野菜だとより美味し
く感じますよね。

最初は農作業どころか、庭いじりすらしたことがなかった
のでできるのか心配もあったけれど、毎日太陽の下（時々暑
いけど）、土や野菜と触れ合うのはとても気持ち
良かったです。販売や接客のお仕事が多かった私
にはとても新鮮でした。

履歴書( 写真貼付 )を郵送ください。追って面接日をお知らせします。

千歳市立認定こども園ひまわり
 千歳市新富2丁目4-60

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社
千歳営業所 〒066-0028 千歳市花園5丁目7-3-103

★面接日・勤務開始日ご相談ください！

［担当］大野0123-42-1831

勤務先

千歳市認定こども園つばさ
 千歳市花園4丁目3-1

勤務先

給食調理員/アルバイト・パート

仕　事▶ 給食調理業務全般 
(下ごしらえ、調理、配膳、洗浄など)

資　格▶学歴・資格・年齢不問、経験者優遇
給　与▶時給950円
時　間▶ 千歳市立認定こども園ひまわり 

　①8:00～11:30 ②8:00～15:00 
　③7:30～16:00 ④8:30～14:00 
　※残業なし、②③④休憩1h 
千歳市認定こども園つばさ 
　①8:00～11:30 ②8:00～13:30 
　③8:00～15:30 
　※残業なし、③のみ休憩1h

勤　務▶ 月～土（週4日程度） ※規定シフトでの交代制
休　日▶日・祝
期　間▶1年毎の更新 
待　遇▶ 交通費規定支給、昇給有、有給休暇、駐車場有、 

敷地内禁煙、制服貸与

シフト
時間
応相談

栄養士/契約社員

仕　事▶ 給食調理全般、衛生管理、調理員への衛生
教育、衛生帳票管理、報告書等の作成

資　格▶  管理栄養士、栄養士 ※実務経験2年以上
給　与▶ 月給200,000円～ 

賞与年2回（150,000円/回）
時　間▶ ①7:00～16:00 ②8:00～17:00 

※実働8h、休憩1h 
※状況によっては延長の可能性有

勤　務▶週5日　　　 
休　日▶ 日・祝
期　間▶1年毎の更新
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

駐車場有、敷地内禁煙、制服貸与

認定こども園千歳第2幼稚園
千歳市新富1丁目6-21

勤務先

千歳 契 栄養士ア パ 給食調理員

栄養士・調理員募集

＼仕事探すなら／ 仕
事
を
し
て
い
る
者
の
背
中
だ
…

貫
禄
が
違
う
…

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶  公園の維持管理（樹木の剪定、草刈）、一般住宅の

外構・庭設計、施工等の業務、冬期は除雪等
資　格▶ 要普免、未経験者歓迎
給　与▶ 正社員/月給210,000円～ ※他、各種手当有 

　　　 ※試用期間有 
パート/時給1,300円～

時　間▶ 8:00～17:00 ※休憩2h、残業なし
休　日▶  日曜、祝日、GW、お盆他
待　遇▶  雇用、労災、建設国保加入、 

交通費規定支給、受動喫煙対策有

正社員募集!!

〒066-0023　千歳市寿1丁目6-3

【受付/9～17時】
担当/杉本24-9262

（有）道央グリンサービス

千歳 正 パ 公園の維持管理
未経験でも 
OK！

仕　事▶ 事務作業(パソコン操作有)、事務所の清掃
期　間▶ 雇用期間の定めなし
資　格▶ マイカー通勤可能な方、44歳以下迄(キャ

リア形成の為)
給　与▶ 月給130,000円 

※試用期間1ヶ月/時給1,000円
時　間▶ 9:00～16:00 ※休憩1h、残業月/10h程度
休　日▶ 土曜・日曜、祝日、年末年始、GW、夏期休暇
待　遇▶ 社保完備、昇給有、退職金制度、交通費実費

支給、受動喫煙対策なし
勤務先▶ 千歳市都626-24 

恵庭市柏木町649-1
まずはお気軽にお問い合わせください。写真付履歴書
をお持ちください。面接は恵庭にて行います。

千歳市都626-24 ㈱北土建設
0123-25-8740 担当/小山

千歳・恵庭 正 一般事務員

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

子ども用雑貨の4ｔルート配送

配送ドライバー な
ら 安定して高収入!! 家族で参加できる職場内の食事会で、親睦を深めましょう♬

粉ミルクやおむつなど子ども用品のルート配送
1日2～4店舗への道内配送。100キロ圏内で日帰り
※希望者は出張を伴う配送も可能。

★家族会毎年開催

★配送業務内容

座学･実技指導等サポート体制が充実！より安全に楽しく意
見や情報を共有する為に、月1回のミーティングと年2回の
実車を用いた安全大会を開催。

★社員の7割が未経験からのスタートです。

まずはお気軽にお電話ください。
面接時に写真付き履歴書をお持ちください。

【受付/8～17時】
  担当/岩田、吉田40-6007

★日曜・祝日お休み　★賞与年2回有！
★道内のみ・ほぼ固定の配送！ 毎日自宅に帰れます。
速度超過ゼロなど安全に取り組む人の為に、

社内評価制度があります！

配送業務<4tドライバー>（正社員）

時　間▶ ①4:00～13:00 ②7:00～15:00 
※休憩1h、残業月30～40h程度 
※行先によって多少の変動有 

給　与▶ 月給245,000円以上 ※固定残業代45h以内
/58,891円～含む 深夜・休日出勤なしの場合

資　格▶要中型免許、未経験歓迎、経験者優遇
休　日▶ 1年変形労働時間制 ※年間休日105日 

※社内カレンダーによる 男女ともに活躍中！

リフト作業員（正社員）
時　間▶8:30～17:30 ※休憩1h、残業月10h程度
給　与▶ 月給210,000円 ※固定残業代20h以内

/26,174円～含む 深夜・休日出勤なしの場合
資　格▶ 不問、フォークリフト免許保持者優遇
休　日▶ 日曜、祝日 ※土曜日は会社カレンダーによる
期　間▶雇用期間の定めなし
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、

各種手当（扶養手当、家族手当、業務手
当、評価手当、安全手当等）、賞与（年2
回）、有給休暇、各種免許取得費用会社負
担、互助会有、クラブ有、受動喫煙対策有

共
通
項
目

千歳市上長都1-12 http://kuk-line.co.jp
旭新運輸開発株式会社

千歳 正 4tドライバー、リフト作業員


