
2021 年 5 月 21 日（金）ちゃんと 10

飽きずに取り組めますよ♪

仕　事▶�餌やり、厩舎内･敷地内の清掃等
資　格▶�自力通勤可能な方
給　与▶時給1,000円 ※試用期間/時給950円
時　間▶��5:30～18:00の間で実働4h�※応相談　�

例/�5:30～9:30、10:00～14:00、�
14:00～18:00�等

勤　務▶週3～4日（応相談）
待　遇▶�労災保険、交通費規定支給

〒066-0001�千歳市長都3-15

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。
受付/10～22時
担当/木谷（きや）090-9522-4861

木谷牧場
き や

餌やりや清掃等、
お仕事いろいろ!!

千歳 パ 牧場作業

新築に向け、職員増員！

〒059-1434　勇払郡安平町早来富岡129番地

090-6212-8125
社会福祉法人
富門華会 第二富門華寮

だ い に も んふ け りょう

仕　事▶�障がい者支援施設での利用者の支援
資　格▶�要普免　　　　　　休　日▶�完全週休2日
給　与▶�月給16〜18万円
時　間▶�8:00～17:00、他3パターン（応相談）
待　遇▶�雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、�

車通勤可、交通費規定支給、寒冷地手当、�
住宅手当、賞与有（3ヶ月分）

まずは、お気軽にお電話ください。

千歳駅から車で約20分!
※道路状況による

担当/廣川担当/廣川

安平 契 生活支援員

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

仕　事▶�建設現場内の片付け、清掃、�
及び運搬等の作業

資　格▶�経験者優遇、未経験者歓迎、�
要普通免許(AT限定不可）

給　与▶�経験者/時給1,250円〜�
未経験者/時給1,000円〜

時　間▶��8:00～17:00��
※残業の場合有

勤　務▶�週1～3日程度��
★土曜日も出勤できる方歓迎

千歳市住吉
1丁目4-11

〈まずはお気軽にお電話ください。担当/野原〉

☎0123-49-2041
しょうわけんせつ

正和建設株式会社

ＷワークＷワーク
OK! OK! 

●�誰にでも�
できる作業♪

●�経験者歓迎!

作業員募集!!

白いロゴがここにある

千歳 ア 作業員

仕　事▶�倉庫内でのフォークリフト作業
資　格▶�深夜勤務があるため18歳以上、�

フォークリフト免許�
※フォークリフト経験あれば尚可

給　与▶月172,200〜195,300円+各種手当有
時　間▶�8:00～16:30、20:30～翌5:00
休　日▶�シフト制、会社カレンダーによる��

※年間休日115日
待　遇▶�各社保完備、昇給有（年1回）、賞与有（年2回）、�

交通費支給、車通勤可、制服貸与、時間外勤務手当、深夜
勤務手当、交替制勤務手当、次世代育成手当（条件有）

フォークリフト作業員募集!正社員登用制度有フォークリフト作業員募集!正社員登用制度有

〒066-0075 千歳市北信濃857

 写真付履歴書を送付してください。 http://www.toyo-mebius.com

☎24-2030

東洋製罐グループ企業で働きませんか?東洋製罐グループ企業で働きませんか?

千歳 契 フォークリフト作業員

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。 スタッフ募集!!スタッフ募集!!パン製造パン製造

◆札幌工場（恵庭市戸磯47-7）
資　格▶�未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶�9:00～18:00、11:00～20:00�

20:00～翌5:00、22:00～翌7:00
給　与▶時給870円〜+交通費規定支給
休　日▶週2日　※シフト制
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

◆恵庭工場（恵庭市恵南1番地）
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

株式会社エフビーエス〒061-1405
恵庭市戸磯47-7

〒061-1411
恵庭市恵南1番地

恵庭工場札幌工場

まずはお気軽にお電話ください。 まずはお気軽にお電話ください。
受付/9～17時�
担当/原田・本間

受付/9～17時�
担当/大松

札幌
工場

恵庭
工場☎31-0900 ☎34-6866

恵庭 パ パン製造

千歳市休日夜間
急病センター

看護師千歳市職員
正職員

★昇給･賞与有!!

☎0123-24-0502（直通） 担当/谷本 千歳市総務部職員課 千歳市東雲町2丁目34番地

資　格▶�昭和46年4月2日以降に生まれた方で、看護師免許証を有する方
給　与▶�大卒/月給209,800円　短大3卒/月給200,700円　短大2卒/月給192,400円 

※経験年数に応じて加算される場合有
時　間▶�［日勤］8:45～17:15　［遅出］12:00～20:30　［夜勤］16:30～翌9:00
勤　務▶�土日祝を含むシフト制　［日勤・遅出］月8回程度　［夜勤］月7回程度
待　遇▶�扶養手当、住宅手当、寒冷地手当、通勤手当、昇給年1回、賞与年2回、有給休暇
勤務先▶千歳市休日夜間急病センター�ささえーる（千歳市東雲町1丁目8番1号）

5/5/1010月〜月〜2828金金

募
集

募集期間

試験日

採用日
6/6/1818金金
9/9/11水水

▶▶▶

応募の詳細については、
千歳市ホームページの
職員採用情報をご覧ください▶
千歳市�職員採用情報

千歳 正 看護師

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

俺
と
一
緒
に
探
そ
う
ゼ
☆

＼仕事探すなら／

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

給　与▶ 月給245,000〜303,000円  
※各種手当含む

時　間▶�①1:00～18:00の間で9h（休憩1.5h）�
②1:00～18:00の間で8.5h（休憩1h）

給　与▶�月給190,000〜230,000円 
※月収例/20〜23万円（手取り/手当含む）

時　間▶�8:00～16:30（休憩1h）※残業有（月平均20h程度）

★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。

★ 日々の車両・荷物のマッチング手配、 
荷主様との定期的な営業です。

男女男女ともにともに活躍中！活躍中！
働きやすい働きやすい職場です。職場です。

手取りで手取りで

決まり次第終了です!決まり次第終了です!

最終募集

配送ドライバー配送ドライバーなな
らら

安定して高収入!!安定して高収入!!
4t2323〜〜2525万円万円

配送業務<4tドライバー>（正社員） ★男女ともに活躍中

総合職〈配車営業〉（正社員）

★閑散期（冬期）でも収入安定

より安全に楽しく意見や情報を共有するために、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!!

★チームミーティングと安全大会

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♬
★家族会毎年開催

★メンテナンス・タイヤ交換外注で楽チン 《正社員共通項目》
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87日�

※社内カレンダーによる
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、各種手当

（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☎40-6007

千歳 正 4tドライバー、総合職

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▶高校新卒/月給171,730円
　　　　25歳以上、大学新卒/月給201,170円
　　　　※残業手当、深夜割増手当（経験・能力等を考慮）
　　　　※委細面談
休　日▶年間105日、月8～10日�※月の勤務日数による

◆パート
時　間▶①12:00～17:00�②12:00～21:00
給　与▶�①時給940円 ②時給970円  
休　日▶�①月12～15日�②月8～9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

スタッフスタッフ募集!募集!
◆アルバイト
時　間▶�①12:00～17:00��

②17:00～22:00
給　与▶�①時給940円�

②時給1,050円 
勤　務▶�月12～15日�※年中無休のため、シフト制です。

土日のみの勤務もOK

恵庭 正 ア パ 製造
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