
2023年3月31日（金） ちゃんと15

パーラー恵み野

まずはお気軽にお電話ください。 
面接には写真付履歴書をお持ちください。

 0123-36-4114
恵庭市恵み野西1丁目4番
受付/平日9～17時

◆ 駐車場スタッフ/恵庭市
仕　事▶ 駐車場のゴミ拾い・分別等、その他、店内床のモップ

拭き 、北広島店まで配送業務有
給　与▶時給920円 
資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許
時　間▶  7:30～12:00 

※休憩15分、基本残業なし
勤　務▶週3日程度

《共通項目》
期　間▶雇用期間の定めなし
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、車通勤可、 

受動喫煙対策なし
勤務先▶ 恵庭市恵み野西1丁目4

仕　事▶ アミューズメント施設内の厨房にて、 
簡単な調理業務

給　与▶時給960円 
資　格▶ 未経験者歓迎
時　間▶ 9:00～15:00の間で3～5h程度 

※休憩15～30分、基本残業なし
勤　務▶週2～4日

◆ 厨房スタッフ/恵庭市

スタッフ募集!駐車場 厨房 時間
応相談

恵庭 パ 清掃、厨房

恵庭

期　間▶即日～長期
仕　事▶寮にて朝食・夕食を作ります。
給　与▶時給950円～
時　間▶ ①6:30～9:30  

②16:00～20:30  
※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
待　遇▶ 交通費規定支給、有給休暇有、全館禁煙、車通勤可
勤務先▶ 若草ハイム/恵庭市恵み野北3丁目1-4

まずはお電話
ください。 0123-36-2271
ジケイ・スペース株式会社 恵庭市

恵み野西2-2-11

調理スタッフ募集!!
パ 調理

◆学生寮の調理

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

千歳市上長都1160-21トライフード（株）

まずはお電話ください。面接日時・勤務開始日は相談に応じます。

0123-29-3320応募

期　間▶長期
仕　事▶ 手作業での野菜のカット、移動補助 

及び工場内作業全般
資　格▶未経験者歓迎、経験・資格不問
給　与▶時給920円
時　間▶ 8:00～17:30 ※休憩1.5h ※残業なし
勤　務▶ 週3～6日 ※希望応相談 ※日曜日休み
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、服装自由、送迎有、 

社員登用制度有、喫煙所有

野菜カット・箱詰め作業
★送迎します!! ★日数応相談!
千歳 ア パ 工場内作業

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-26-2191 《担当》
つのだ

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 新車・中古車の販売業務、軽整備、他
資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許（AT限定OK）
給　与▶ 月160,000円～ 

※試用期間1～6ヶ月/時給920円～
時　間▶ 10:00～19:00（実働8h）  

※休憩1h ※残業有
休　日▶ 4週8休、他シフト制、年末年始 

※会社カレンダーによる
待　遇▶ 各社保完備、業績賞与年2回、燃料手当、

交通費規定支給、車通勤可、カップ式飲
料機使い放題、社内禁煙、屋外喫煙所有

スターオート
千歳市東雲町5丁目7-3 株式会社スターオート 千歳店

http://starauto1995.com/

正社員
募集!

千歳 正 販売、軽整備

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-26-2191 《担当》
つのだ

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 受付、洗車、送迎、 

車両管理、入力業務、他
資　格▶ 要普通免許（AT限定OK）
給　与▶ 月185,000円～ 

※試用期間1～6ヶ月/時給970円～
時　間▶ 10:00～19:00（実働8h）  

※休憩1h ※残業有
休　日▶ 4週8休、他シフト制、年末年始 

※会社カレンダーによる
待　遇▶ 各社保完備、業績賞与年2回、交通費

規定支給、車通勤可、カップ式飲料機
使い放題、社内禁煙、屋外喫煙所有

正社員募集!!
千歳 正 レンタカー業務

ニコニコレンタカー
（株）プレデアス 千歳市東雲町5丁目7-3 

千歳東雲町店

急募 !! 土日祝勤務できる方

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ レンタカーの受付、事務、洗車等お手伝い 

※ 仕事を覚えて、もっと頑張りたい方は時給UP!
資　格▶ 経験者歓迎、要普通免許（AT限定OK）
給　与▶ 時給970～1,200円
時　間▶ 7:30～19:00の間で早番・中番・遅番シフト制 

※早番のみ、遅番のみもOK！ 
　1日4h程度の短時間も可  
※休憩1h ※残業有

勤　務▶ 週3日～ ※シフト制  
※土・日曜のみ・Wワーク等応相談

待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤
可、カップ式飲料機使い放題、正社員登
用制度有、社内禁煙、屋外喫煙所有

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-26-2191 《担当》
つのだ

ニコニコレンタカー千歳市東雲町5丁目7-3 
千歳東雲町店

早番・遅番勤務できる方　シフトは自由に決められる！

1,200円時給

千歳 ア パ レンタカー業務

★ 子育て中のママさん 
フリーターさん大歓迎！

扶養内勤務OK！

★ 急募 !!  
土日祝勤務できる方  

管理業務
スタッフ募集！

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

正
社
員

応募履歴書と職務履歴書を送付ください。 
HPからも応募できます。

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 千歳・恵庭市内や胆振エリアの現場管理 

及びスタッフの労務管理
資　格▶ 普通自動車免許、PC（word、excel）、 

44歳以下（省令3号のイ）
給　与▶ 月給175,000～200,000円  

※試用期間3ヶ月（同条件）
時　間▶9:00～18:00（36協定有） ※休憩1h
休　日▶土日祝（状況により休日出勤有）
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、賞与有、残業手

当、退職金制度、事務所内禁煙
勤務先▶ 千歳・苫小牧営業所 

(千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F)

千歳 正 管理業務スタッフ

仕　事▶店内業務　　　期　間▶長期
待　遇▶ 通し勤務のみ社会保険加入、制服付与、交通費規定支給、車通勤可、施設内禁煙共通項目

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32[応募］店舗に電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。担当/店長

給　与▶ ［一般］時給968円 ［学生］時給920円
時　間▶ ①8:30～13:00 ②17:00～21:00 

※残業、休憩なし ※土日祝のみ可

島松店 恵庭市島松旭町1丁目1-1

39-7777応募
給　与▶ ［一般］時給941円 ［学生］時給920円
時　間▶  ①7:30～12:00 ②12:00～15:30 

③7:30～15:30  
※残業なし ※③のみ休憩1時間

給　与▶ ［一般］時給947円 ［学生］時給920円
時　間▶ ①8:00～12:30 ②13:00～17:00 

③17:00～20:30 ④8:00～17:00 
※残業なし ※④のみ休憩1時間

勤　務▶ 週3～4日 ※土日勤務できる方

千歳市日の出1丁目1-66千歳店
26-6660応募

恵庭店 恵庭市本町210

33-1122応募

給　与▶ ［一般］時給940円 ［学生］時給920円
時　間▶ 17:00～21:00 ※4時間程度(応相談) ※残業、休憩なし

千歳市勇舞8丁目1-1長都店
23-7667応募

Web応募
はコチラ

の募集ですデリカ部門
千歳・恵庭 ア パ デリカ

千歳・恵庭・他

仕　事▶生ハム・ソーセージの製造補助
時　間▶ 9:00～17:00 

※8h以上勤務で休憩1h、残業なし
給　与▶時給1,010円～　
勤　務▶週4日～、シフト制 ※応相談 ※日曜・他休み  
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！

仕　事▶ ①パスタの加工 
②コロッケの包装

時　間▶ ①12:00～21:00 
②17:00～22:00 
※休憩1h、月20h程度残業の可能性有

給　与▶時給1,000円～ 
休　日▶ 土日祝（土曜は月2回程度出勤の可能性有）
勤務先▶恵庭市

事前見学有

仕　事▶レンタカーの洗車、清掃など
時　間▶  8:00～17:00  

※休憩1h～、残業なし
給　与▶時給1,105円～
勤　務▶ 週休2日、シフト制　
勤務先▶千歳市

事前見学有

仕　事▶野菜洗浄・調理・盛り込み
時　間▶ ①5:00～14:00 

②7:30～16:30 
③9:00～18:00 
④12:00～21:00 
※いずれか希望制 ※休憩1h、残業なし

給　与▶時給1,007円～
勤　務▶週4日～、シフト制 ※応相談
勤務先▶千歳市

②③送迎有

期　間▶長期 
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》

4/5水 恵庭市民会館 小会議室

派 加工・包装、製造補助、洗車・清掃、洗浄・調理・盛り込み

時　間▶14:30～17:00 ※実働2.5h
勤　務▶月・火

時　間▶ 7:00～11:00、13:00～17:00 
※実働4h、シフト制

休　日▶週2～3日

時　間▶ 7:00～10:00、14:00～17:00 
※実働3h、シフト制

休　日▶ 週2～3日

時　間▶ 8:00～12:30、12:30～17:00 
※実働4ｈ、休憩0.5ｈ

休　日▶ 週2～3日

②清掃/パート/チザキ機工（千歳市北信濃）

③清掃/パート/はなふる（恵庭市南島松）

④清掃/パート/花ロード恵庭（恵庭市南島松）

⑤清掃/パート/フレスポ恵み野（恵庭市恵み野里美）

時　間▶7:00～11:00 ※実働4h
休　日▶土・日・祝

①清掃/パート/日本血液製剤機構（千歳市泉沢）

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 日常清掃（床・トイレ等）
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給920円
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給

《①～⑤共通項目》

⑥清掃/パート/千歳科学技術大学（千歳市美々）
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶日常清掃（床、トイレ等）
給　与▶時給950円
時　間▶ 7:00～10:30 

※実働3.5h
休　日▶ 土・日・祝他 

※学校スケジュールによる
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、 

車通勤可能な方

千歳市美々新千歳空港内ターミナル アネックスビル1階
東京美装北海道 ㈱千歳支店 応

募
0123-24-3771平日

090-9753-1547土日

千歳・恵庭 パ 清掃

従業員やお客様を飛行機に乗せ
る車。スロープや階段が付いた
トラックです。
VIPが乗降する際は、屋根のない
ものが使われることが多いです。

パッセンジャー
ステップカー 地上に止まっている航空機を

後ろに押し出して移動させたり、
牽引したりする力持ちな車両。
トーバーという棒を飛行機との
接続に使っています。
(必要としないタイプもあります)

トーイングカー

航空機のコンテナを運搬するための台車。
トーイングトラクターに牽引されて
おり、コンテナを乗せた状態で回転
も出来ます。

コンテナドーリー

～空港編～

意外と知らない...!?
町をささえる働く車！ 意外と知らない...!?

町をささえる働く車！
バックホーの語源は、
"back hoe" ｢後ろ側のクワ｣という意味。
油圧ショベルの中でも、ショベルが操縦席側に
向かって取り付けられており、 
自分に引き寄せるように操縦します。
狭い地下での掘削に適しています。

バックホー

工場や倉庫など、様々な場所で重たい荷物を簡単に運んで
しまう便利な車。フォークリフトは主に2種類に分けられます。

① 座りながらハンドル操作をする 
｢カウンタバランスフォークリフト｣ 
転倒しにくく、屋内でも屋外でも使える。

② 立ってレバーを使い操縦する 
｢リーチフォークリフト｣ 
屋内専用。小回りがきくので狭い場所に強い。

フォークリフト

仕　事▶ ご自宅を訪問し､買い物･掃除･移動等
期　間▶即日～、毎年3月末更新
資　格▶ 普通自動車免許、介護福祉士又は介護職員初任者

研修修了（旧ヘルパー2級）以上
給　与▶ 週5日勤務/時給1,260円～ 

週4日勤務/時給1,220円～ 
※いずれも処遇改善手当を含む

時　間▶規定による ※残業無
勤　務▶ 週４～5日（応相談） ※シフト制
待　遇▶ 年1回一時金支給、昇給制度有、介護福祉士手当、

通勤・車両借上手当他、社保加入可能（時間数によ
る ※希望者のみ）、敷地内全面禁煙

★有給を取得しやすい！
★1年以上、離職者ナシ！長く働ける環境です。

恵庭市末広町
125番地1

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

時間相談
できます♪

担当/笹川まずはお電話ください。  0123-33-1120

ホームヘルパー募集!
恵庭 パ 訪問介護員


