
2021 年 4 月 30 日（金）ちゃんと 10

千歳市上長都958（千歳市公設地方卸売市場内）
株式会社 恵千フーズ

https://keisen-foods.com/

仕　事▶野菜のカット等の加工業務
資　格▶�未経験者歓迎、金・土に勤務できる方歓迎
給　与▶時給865円
時　間▶6:00～15:00の間で応相談
休　日▶�日・祝、GW、お盆、年末年始　�

※祝日出勤の場合有
待　遇▶�各社保完備（勤務時間による）、�

交通費規定支給、車通勤可

☎0123-40-1010 ［受付］
9～16時

●まずはお電話ください。担当/大道寺

千歳 パ 野菜の加工

未経験者歓迎! 時間応相談♪

希望の店舗に電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

給　与▶�［一般］時給881円　［学生］時給871円
時　間▶17:00～21:00

㈱ラルズ  札幌市中央区南13条西11丁目2-32

●制服貸与  ●交通費規定支給  ●車通勤可

恵庭 ア パ レジ

恵み野店
恵庭市恵み野西3丁目1

☎36-2980応募

Web応募
はコチラ

給　与▶�［一般］時給881円
時　間▶�①9:00～13:00　②13:00～17:00�

③17:00～21:00�　※9:00～17:00も可

島松店
恵庭市島松旭町1丁目1-1

☎39-7777応募

Web応募
はコチラ

レジ
募集!!

一緒に働こう!ス
タ
ッ
フ

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。

仕　事▶セブン-イレブンジャパン向けパンの製造
資　格▶�未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶�10:00～19:00、12:00～21:00　

14:00～23:00、16:00～翌1:00
給　与▶時給870円～+交通費規定支給
休　日▶�土・日曜　�

※他2ヶ月に1回工場指定の休日有
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

土日休み

まずはお気軽にお電話ください。
受付/9～17時�
担当/大松

恵庭
工場 ☎34-6866

スタッフ募集!!スタッフ募集!!

パン製造

株式会社エフビーエス
恵庭工場 〒061-1411�恵庭市恵南1番地

恵庭 パ パン製造

千歳市青葉5丁目6-10

20〜50代、幅広い年代層が元気に活躍中!
勤務日数応相談!

ホテル サブリナホテル サブリナ

客室清掃・備品補充スタッフ募集!

お気軽に
お電話ください♪☎26-7730

◆客室清掃・備品補充等
給　与▶�時給870円 ★昇給有
時　間▶�【早番】土日/8:00～17:00�

　　　祝日/9:00～17:00�
【遅番】平日/18:00～24:00�
　　　土日祝/17:00～24:00

勤　務▶�【早番】土、日、祝�
【遅番】月、水、金、土、日、祝

待　遇▶�車通勤可、エプロン貸与、労災保険有、昇給有、�
雇用保険有（条件有）

千歳 パ 清掃

時　間▶�①9:15～13:15、②12:30～16:30�※実働4h�
①看護�①②介護（実働6h勤務も可）

給　与▶�看護/時給1,100円～　 
介護/時給870円～+処遇改善手当

資　格▶�未経験者歓迎、有資格者大歓迎、�
土曜日出勤できる方歓迎

休　日▶�日曜、祝日
待　遇▶�労災保険、雇用保険（20時間以上勤務の場

合）、処遇改善加算有、有給休暇制度有（入社
3ヶ月後から）、交通費規定支給

〒066-0078
千歳市勇舞2丁目7-8 

勇舞デイサービス
まごころの湯くれいん
●まずはお気軽にお電話ください！ 受付/9〜18時  担当/伊藤

☎21-8477 080-3384-9431

各1名各1名
募集募集

看護職員看護職員･･介護職員介護職員 同時同時
募集募集

千歳 ア パ 看護、介護

恵庭市戸磯201-20

◆正社員
時　間▶基本9:00～18:00�※早出、遅出有
給　与▶ 月給165,330円～194,770円 

※残業手当、深夜割増手当（経験・能力等を考慮）
休　日▶年間105日、月8～10日�※月の勤務日数による

◆パート
時　間▶�①9:00～18:00�②12:00～17:00�③12:00～21:00
給　与▶�①③時給970円 ②時給940円 
休　日▶�①③月8～9日�②月12～15日�

※年中無休のため、シフト制です。
仕　事▶�洋生菓子の製造全般�

（商品の仕分け・出荷作業、製造準備等も有）
資　格▶�未経験者歓迎
待　遇▶�各社保険完備、昇給年1回、有給休暇、産前産後

休暇・育児休業取得、交通費規定支給、制服貸与、
車通勤可、正社員のみ賞与2回、退職金制度（勤
続5年以上が対象）

共
通
項
目㈱デザートランド

北海道工場

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡「Ｑ人ナビを
見た」とお伝えください！お気軽にお電話を！随時受付♪

応 募 ☎0123-34-0800☎0123-34-0800

有名コンビニスイーツ製造しています！

正社員 パートアルバイト

スタッフ募集!スタッフ募集!
◆アルバイト
時　間▶�①7:00～11:00�②9:00～18:00��

③12:00～17:00�④17:00～22:00
給　与▶�①④時給1,050円 ②時給970円 ③時給940円
勤　務▶�月12～15日�※年中無休のため、シフト制です。�

※②は土日のみの勤務OK

土日のみの
勤務もOK

恵庭 正 ア パ 工場スタッフ

千歳 ア パ 販売

北海道育ちのチーズ・ワインを
はじめとした逸品がたくさん！
おしゃれなセレクトショップ♪
試食・テイスティングできます！

販売スタッフ
仕　事▶�北海道産ワイン・チーズ等の販売�

（商品の販売・補充・レジ・発送の受付等）
資　格▶�未経験者・経験者共に歓迎
給　与▶�時給900円～ 

※試用期間3ヶ月/時給870円
時　間▶�7:30～16:00、12:00～20:30
休　日▶��月8～10日以上�★希望に応じます！
待　遇▶��各社保完備、交通費規定支給、車通勤可�

（駐車場代補助有）、制服貸与、昇給有、�
有給休暇、館内社員割引有

勤務先▶�Wine&Cheese�北海道興農社�
（新千歳空港国内線ターミナルビル2F）千歳市美々�新千歳空港国内線ターミナルビル2F

Wine&Cheese 北海道興農社

販売スタッフ販売スタッフ募集！募集！
経験者・未経験者ともに歓迎！

☎0145-26-2800
担当/田仲・笠井　【受付】平日�9:00～17:30

まずは、お気軽にお電話ください。
面接は勤務先で行います。

生活情報紙 「ちゃんと」 の営業スタッフを募集します。

営業営業 募 集募 集
仕　事▶�生活情報紙｢ちゃんと｣の�

広告・企画営業
資　格▶�要普免、�

千歳・恵庭市内在住の方、�
エクセル操作できる方

給　与▶�月220,000～420,000円
時　間▶�9:00～18:00（休憩100分）�

※月曜日は若干の残業があり
ます。

休　日▶�日曜日、�
他4週6～8休（シフト制）

待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�
昇給・賞与有（業績による）、�
諸手当有、車通勤可、�
試用期間1～3ヶ月位有

千歳･恵庭エリアの
生活情報紙発行

応　募▶写真付履歴書（手書き）をご郵送ください｡書類選考の上、後日ご連絡致します。

未経験OK！

☎0123-27-0911
〒066-0073 千歳市北斗4丁目13-20 ■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

グルメファッション

エンタメビューティー

正社員
あなたのあなたの「好き！」「好き！」を活かしませんか？を活かしませんか？

千歳・恵庭 正 営業

【製造ほか】会社の稼働日と休日を表したカレン
ダー。会社によっては休日が一般的な公休日であ
る土日祝と異なる場合がある。シフトごとの出勤
日と休日を表したものを指す場合もある（シフト
カレンダー）。工場の稼働日と休日を表したもの
は工場カレンダーという。

会社
カレンダー

知ってるようで、
 知らない

コトバ

急募急募
食事補助有!!

株式会社ニュー三幸 小樽市稲穂1-3-6
サンモール1番街

Since1954

期　間▶即日～11月中旬
資　格▶�公共交通機関がない為、車通勤できる方
給　与▶ ①時給950円～  

②時給900円～  
③時給1,200円～ 
※③は試用期間2ヶ月有/時給1,000円

時　間▶�(a)6:00～12:00�(b)9:00～16:00�
※その他6:00～18:00の間で6h勤務

勤　務▶�週3～5日�※応相談
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、�

食事補助有（1食160円）
勤務先▶��恵庭カントリークラブ�クラブハウス内�

レストラン（恵庭市盤尻53番地2）

【受付/9〜17時】
 ※12〜14時は除く

まずは、お気軽にお電話ください。
☎0123-32-3311

①レストラン接客 ②調理補助・洗い場
③調理スタッフ（調理師免許保有者）

恵庭カントリークラブ恵庭カントリークラブのの

ゴルフ場レストランゴルフ場レストラン

恵庭 ア パ 下記参照

札幌市北区北7条西1丁目2-6■ビルメンテナンス業

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

☎011-707-5228
協和総合管理㈱ 札幌支社

仕　事▶�ホテルの清掃管理業務全般（清掃後の点検、�
ホテルとの打ち合わせ、スタッフのシフト調整、他）

資　格▶清掃員経験者尚可
給　与▶�時給900円～  

※試用期間3ヶ月有（同条件）
時　間▶�8:30～16:15（実働7h、休憩45分）
勤　務▶�週休2日制�※応相談
待　遇▶�交通費規定支給、社保完備、�

制服貸与、有給休暇
勤務先▶千歳市幸町5丁目6-1

ホテル清掃管理スタッフ

車通勤OK

募
集

千歳 パ 清掃

社員食堂あります！

〒066-0077 千歳市上長都1053-1㈱ダイナックス

ダイナックスの

増
産
の
た
め

製
造
職
募
集
!!

給　与▶�日給月給153,500円～　※職務経験等により優遇致します。�
資　格▶�18歳以上（省令2）、高卒以上、経験不問（製造業務経験者尚可）、�

交通機関が不便な為マイカー又は自力通勤可能な方
時　間▶�①8:30～17:30　②20:30～翌5:30　※①②の交替制
休　日▶�年間休日121日（完全週休2日制、GW・お盆・年末年始等）�

※生産ラインの稼働状況により、5勤2休（土日休み）と4勤2休（その他）　
になる場合があります。（勤務カレンダーによる）

待　遇▶�賞与年2回、退職金制度有、昇給有、社保完備、交通費支給有、無料駐車場有、
企業内保育施設有、試用期間6ヶ月有、制服貸与

勤務先▶�苫小牧工場（苫小牧市字柏原6-183）、千歳工場（千歳市上長都1053-1）

☎0123-24-2891
まずはお電話の上、履歴書と職務経歴書をご送付ください。

人事総務部 採用担当 宛

まとまったお休み
の取得が可能!!

GW･お盆･
年末年始は ▶▶▶

実際の作業をシミュレーション
でき、自信が持てます！

福利厚生充実!!

中途採用者多数活躍中中途採用者多数活躍中です！です！

配属前のトレーニング1.

充実した入社教育!2.

3.

 製品の加工・取付・機械オペレーター、その他関連業務等、  製品の加工・取付・機械オペレーター、その他関連業務等、 
製品の生産対応全般を担当していただきます。製品の生産対応全般を担当していただきます。

2121万円〜 可能!!万円〜 可能!!
月収例※残業20h、交替勤務の場合

働きやすい働きやすい33つの理由つの理由

千歳・苫小牧 正 製造
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