
2021 年 5 月 28 日（金）ちゃんと 10

勤務先▶�JR島松駅〜JR恵庭駅、JR新千歳空港駅
仕　事▶�駅舎内全般の清掃�

（男女・バリアフリートイレ含む）、ゴミの収集・分別、他
時　間▶�現場による�

例/JR新千歳空港駅の場合�
　�①8:50〜12:50（実働4h）�
　�②12:50〜19:50（実働6h、休憩1h）�※シフト制

給　与▶時給875円 ※試用期間3ヶ月有（同条件）
勤　務▶4週6休�※シフト制、応相談
待　遇▶�各社保完備、有給休暇、交通費規定支給、制服貸与
お電話の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。担当/安藤

北海道クリーン・システム㈱ 札幌鉄道支店 空港営業所
千歳市美々JR新千歳空港駅舎内■JR北海道グループ

☎0123-45-7160 080-2877-3015

駅舎清掃駅舎清掃スタッフスタッフ
募集!募集!★女性活躍中!★女性活躍中! ★勤務先多数!★勤務先多数!

千歳・恵庭 パ 清掃

仕　事▶��カラーリング（白髪染めのみ）、�
シャンプー、簡単な接客

資　格▶�美容師免許、未経験者可
給　与▶時給870〜1,000円
時　間▶�9:00〜17:00�※最終受付は15:30
勤　務▶�週2日〜OK!��

※応相談���※日曜、祝日は定休日
待　遇▶�交通費規定支給

☎0123-29-5477
■オーガニックヘアカラー専門店

※応募の際に、｢求人ナビを見ました｣とお伝えいただくとスムーズです。

（恵庭店）

カラーリストカラーリスト大募集!大募集!

ブランク･ブランク･
未経験者未経験者
歓迎!歓迎!

扶養内扶養内
勤務可勤務可

日･祝は日･祝は
お休み！お休み！

15:30で受付終了なので、
家庭との両立もしやすい！

恵 庭 店nonnononno 恵庭市恵央町
19-10�

まずはお気軽にお電話ください。

- のんの -- のんの -

恵庭 パ カラーリスト

http://www.e-abe.jp
恵庭市戸磯
595番地3㈲阿部製作所

仕　事▶鋼材溶接加工、工場内業務
資　格▶�要普免、�

ものづくりの現場で経験3年以上ある方
給　与▶ 《経験者》月給300,000〜450,000円  

《見習い》月給200,000〜250,000円
時　間▶�8:00〜17:00(休憩90分)
休　日▶�日曜、祝日、第2土曜、夏期休暇、年末年始
待　遇▶�各社保完備、昇給・賞与有、交通費規定支給、�

車通勤可、制服貸与、有給休暇、�
資格取得制度（費用会社負担）有

【受付/9〜17時】�担当/採用係
★メールでの応募も可能（HPをご覧ください。）☎32-3032応募

自動車の部品製造や
整備工場、

機械加工等の経験を
活かせます！

求ム! 
即戦力!

入社支援金制度有 

最大30万円
※規定有

恵庭 正 製造

毎年人気なお仕事の募集が今年もスタートです!!

カンタン作 業♫　希望の日数・曜日で働けます！

短期アルバイト

●�今回勤務された方には、今冬お歳暮時期のお仕事を優先案内!!

☎0123-23-5125☎0123-23-5125
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

★詳細は面談にて★

千歳営業所 第1センター（千歳市北信濃770-6）
（担当まで）

鴻池運輸株式会社

前回来てくれた方、時給UPします！

期　間▶6/21〜8月初旬（7月のみでも可)
仕　事▶�①御中元ギフトの包装ライン・検品・積込　�

②運搬作業（包装後のギフト製品を運搬する作業）
資　格▶�未経験者歓迎、60歳まで（定年雇い止めのため）
給　与▶�【運搬作業】時給1,000円 

【包装ライン･検品作業】時給900円 
※経験者は優遇（規定有）

時　間▶�9:00〜16:30（実働6h程度）�※状況による
勤　務▶�期間中の14〜30日�※応相談
待　遇▶車通勤可（交通費支給有）
勤務先▶千歳営業所�第1センター（千歳市北信濃770-6）

●検温の実施�●作業場間にビニールカーテン設置等の対策を実施��
●アルコールの設置�●密を防ぐために、ソーシャルディスタンスを守ってます。�　など

御中元ギフトの

★�自動包装の機械あります！��
手作業もありますが、カンタンですよ♪

【包装後のギフト製品を積込する作業】
のスタッフ、募集強化中です！

❷運搬作業スタッフ

時給1,000円！!
収入例

30日勤務で

180,000円以上

14日勤務で

84,000円以上

男性男性
活躍中活躍中

★友達と応募もOK！★友達と応募もOK！
★主婦・学生さんも歓迎!!★主婦・学生さんも歓迎!!

御中元ギフトの包装作業
（ピッキング・包装・検品作業）
★�土日祝�
だけでもOK！

❶ギフト包装ライン・検品作業

時給900円
収入例

30日勤務で

162,000円以上

14日勤務で

75,600円以上

男女ともに
みなさん
大歓迎!

勤務先・ 
面接場所はここ

●

鴻池運輸
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新型コロナウイルス感染症対策も
万全です!!

女性女性
活躍中活躍中

集まり次第終了！集まり次第終了！

20名20名
限定限定

千歳 ア ギフト包装ライン・検品作業、製品積込作業

仕　事▶�入居者の介護、生活介助、生活部門の清掃・整理等
資　格▶�介護福祉士（実務経験5年以上）
給　与▶�月165,000円〜300,500円+夜勤手当 

（資格、処遇改善手当、特定処遇改善込み） 
※年齢・経験に応じて支給（処遇改善手当、 
特定処遇改善手当は偶数月に支給）

休　日▶�週休2日制�※年間休日120日
待　遇▶�各社保完備、賞与年2回（3.4ヶ月分）、�

扶養手当、住宅手当（規程による）、寒冷地手
当（11月〜3月）、有給休暇、交通費規程支給、
車通勤可（駐車場無料）、昇給年1回

共
通
項
目

 お気軽に下記までお問い合わせください。
社会福祉法人

千歳福祉会
〒066-0066
千歳市大和4丁目
2番1号

☎0123-49-6805☎0123-49-6805
採用担当/中尾�（受付/9:30〜17:30）

介護職員募
集

時　間▶�【日勤】�7:00〜20:30（実働8h、休憩1h）
　　　　【夜勤】�16:00〜翌8:00（実働14h、休憩2h）��

※月4〜5回

時　間▶��【日勤】�7:00〜19:00（実働8h、休憩1h）
　　　　【夜勤】�17:30〜翌9:30（実働14h、休憩2h）��

※月4〜5回

正職員

特別養護老人ホーム 暢寿園

特別養護老人ホーム やまとの里

千歳市富丘２丁目７-5

千歳市大和4丁目2-1

賞与年2回有 各種手当有
雰囲気が気になる方は、HPをご覧ください♪男女男女問わず問わず

幅広い年齢層幅広い年齢層がが
活躍中!!活躍中!!

千歳 正 介護職員

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 

※22:00〜翌5:00深夜手当有
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 

※22:00〜翌5:00深夜手当有
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

㈱魚国総本社 北海道支社
札幌市白石区南郷通20丁目南2番39号　☎011-863-4421

●電話での応募後、現地にて面接いたします。
受付/平日9〜17時
担当/中村・神谷0120-442-105

★★福利厚生福利厚生充実!充実!
★日数希望相談OK!★日数希望相談OK!
★★早朝4〜5時は�早朝4〜5時は�
　給与25％割増　給与25％割増
★車通勤OK!★車通勤OK!

食堂スタッフ募集!食堂スタッフ募集!
［勤務先］陸上自衛隊�東千歳駐屯地内食堂�千歳市祝梅1016

仕　事▶�調理・配食・切菜・炊飯・洗い物等厨房�
業務全般

資　格▶調理師免許�※大量調理等経験者優遇
時　間▶�シフト制（実働8h）�

早番/4:00〜13:00��遅番/9:00〜18:30
給　与▶�時給1,300円〜

調理師［8hパート］

仕　事▶調理補助・配食・切菜・炊飯・洗い物等厨房業務
時　間▶�シフト制（実働8h）�

早番/4:00〜13:00��遅番/9:00〜18:30
給　与▶�時給1,000円

厨房作業補助［8hパート］�★未経験者歓迎

共通
項目

休　日▶�月平均8日�
待　遇▶�社会保険、交通費規定支給、有給休暇、

制服貸与、車通勤可

千歳 パ 調理師、厨房作業補助
WEB

検索ちゃんと 求人ナビ
https://chanto.biz/qnavi/

詳細はお問合せください
求人ナビ編集部 ☎0123-27-2611

WEBなら

求人広告の掲載が可能です
3,300円から税込

1週間

応募

� 入社後すぐに使える� 入社後すぐに使える特別有休制度特別有休制度有!!有!!清掃スタッフ清掃スタッフ
道の駅花ロードえにわ（恵庭市南島松）
期　間▶6月上旬〜
給　与▶時給870〜950円
時　間▶7:00〜10:00、14:00〜17:00（実働3h）�
勤　務▶週3〜6日（応相談）
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給
フレスポ恵み野（恵庭市恵み野里美）
給　与▶時給870円
時　間▶8:00〜12:30（実働4h）�
勤　務▶週3日〜（応相談）
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、週20時間以上で�

雇用保険加入

日本血液製剤機構（千歳市泉沢）
給　与▶時給870円〜
時　間▶7：00〜11：00（実働4h）�
休　日▶土日祝
待　遇▶�雇用保険加入、制服貸与、交通費規定支給

パート
ザ・ノースカントリーGC（千歳市蘭越）
期　間▶即日〜11月下旬
給　与▶�時給950〜1,000円
時　間▶�①10:00〜19:00位まで（実働3.5〜8h）�

②8:30〜12:30
勤　務▶�週3日〜（応相談）
待　遇▶制服貸与、交通費規定支給

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

☎0123-24-☎0123-24-37713771 090-9753-1491
平日 土日祝

千歳・恵庭 パ 清掃

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、正社員のみ賞与年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！
正社員残り

わずか！
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▶�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

12月末まで

7月末まで

10月末まで

年内のお仕事特集！

《共通項目》
待　遇▶�交通費実費支給、各種保険完備

㈱ヒューマンインプリンク 千歳支社
一般労働者派遣事業/派01-300271
 有料職業紹介事業/01-ユ-300107 千歳市柏台南1丁目3-1☎0123-25-☎0123-25-32213221

まずはお気軽にお電話ください♪

他にもお仕事あります！

給　与▶時給1,050円　　　　　　　　　�
休　日▶土･日曜
時　間▶�①8:00〜16:00　②16:00〜24:00

千歳市 ①乾燥野菜の原料選別 ②機械洗浄作業

占冠村 山菜加工補助（皮むき、袋詰め）/送迎有
給　与▶時給1,100円
休　日▶日曜、祝日、他　※相談可　　　
時　間▶�7:45〜16:45�

給　与▶時給980円
休　日▶週2〜5日　　　
時　間▶�8:00〜17:00

苫小牧〜むかわ ブロッコリー収穫作業/各所送迎有（応相談）
★土日お休みの工場内作業�★延長の可能性有!

★かけもちOK!�★日数・お休み等相談可

★激短!高時給�★市内〜工場間、送迎有!

歓迎!歓迎!
山菜好き山菜好き
男女男女

求ム!求ム!
シニア世代シニア世代

❷熱烈❷熱烈
歓迎!歓迎!

千歳・その他 派 選別、機械洗浄、収穫作業、加工補助
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