
2021 年 6 月 4 日（金） ちゃんと11

�電話の上、写真付履歴書（手書き）・
職務経歴書を郵送してください。
書類選考の上、面接の方法・日程などを連絡いたします。

�6月9日㈬必着

昭和42年創業
歴史ある会社です。北海道産の材木や天然の
植物油を原料とした自然塗料を使用した建具
や家具等を製造しています。

〒061-1409 恵庭市黄金南1丁目313-40☎32-2805
株式会社岡田建具製作所

仕　事▶ 勤怠チェック、現金出納、伝票整理、納品書・請求書
チェック、来客対応他

資　格▶ 定年年齢を上限とする募集の為64歳以下、 
学歴・経験不問、エクセル・ワードの基本操作 
要普通免許(ペーパードライバー不可)

給　与▶ 月169,000〜200,000円 ※経験・年齢により考慮
時　間▶  8:00～17:30 ※実働8h ※残業月平均10h
休　日▶土・日、会社指定日 ※年間休日110日
　　　　※夏季、年末年始を除く祝祭日は出勤
待　遇▶ 各社保完備、車通勤可、昇給・賞与有、制服貸与 

試用期間3ヶ月、無料駐車場有

担当：佐藤

総
事

務
務 正社員正社員

募集!募集!

UターンUターン
IターンIターン
歓迎!!歓迎!!

★有給休暇取得率80% ※今年度実績
★会社と共に自身も成長したい!
　意欲的な方を歓迎します!!
★電話取次業務に積極的な方歓迎!

恵庭 正 一般事務

山崎製パン㈱札幌工場恵庭市
恵南10-1

★中央バス｢山崎製パン札幌工場前｣から徒歩5分受付/9～18時　人事採用担当まで
☎0123-34-1128応

募

仕　事▶ 工場内食堂での調理・盛り付け等
時　間▶  ①4:00～8:00 or 8:30 

②9:00～17:30 
③17:00 or 18:00～22:00 
④17:00～翌1:30 
⑤22:00～翌6:30 
※②④⑤は残業の可能性あり 

勤　務▶ ①週2～3日 ②週2～4日  
③④⑤週2～5日 
※扶養内勤務もOK

給　与▶  ①アルバイト/時給1,200円〜 
②アルバイト/時給950円 
③アルバイト/時給1,000円 
 ④⑤パート/時給1,020円〜 
　　アルバイト/時給1,010円〜

 待　遇▶  有休あり、交通費規定支給、車通勤可、 
制服貸与、格安食堂・売店あり未経験者歓迎!

◆【社員食堂】調理スタッフ

募集募集
調理調理スタッフスタッフ

社員食堂の

♪♪
♪♪

恵庭 ア パ 調理

農作業農作業
収穫作業収穫作業

スタッフ募集!

登録制の
お仕事です!

健康で体を
動かすことが
好きな方に
ぴったり♪

パートパート
時
給 円〜950★登録期間1年　

★継続更新可能
★Wワークも応相談
★性別・年齢不問

千歳営農センター営農振興課
〒066-0035 千歳市高台5丁目1-15

仕　事▶ 千歳市内の農家での農作業､収穫作業
資　格▶ 健康で体力に自信のある方、車通勤可能な方
給　与▶基本時給950円〜
時　間▶ 8:00～17:00（作業状況で若干の変更有）
期　間▶ 10月下旬頃まで（12～2月休み）
休　日▶ 詳細は登録時にて（週2～3日の勤務でもOK）
待　遇▶ 労災保険有､交通費規定支給（1日350～600円）
勤務先▶千歳市内の農家

申込連絡の際、登録日をお知らせします。履歴書は不要です。

☎0123-23-5600
（受付時間 月～金 10:00～16:00）担当/草野・半澤

千歳 パ 農作業、収穫作業

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

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

千歳・恵庭 パ 清掃

北海道産のフルーツ専門店です♪ 仕　事▶ 北海道産のフルーツの販売業務全般、 
生フルーツ・カットフルーツ・フルーツ加工品、
ソフトクリームなどの販売・補充・レジ 
業務、商品の発送受付等

資　格▶ 学歴・経験不問、 
フルタイム・土日勤務できる方歓迎

給　与▶ 時給920円〜　※昇給有　※経験者優遇　 
※試用期間3ヶ月/時給870円

時　間▶ ①7:30～16:00　②10:00～18:00　 
③12:00～20:30

休　日▶  月8～10日　※シフト制
待　遇▶ 交通費規定支給、駐車場代補助有、各社保完備、

制服貸与、社員割引有、空港施設内割引有
勤務先▶ HOKKAIDO FRUITS　耕人舎 

（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2FHOKKAIDO FRUITS 耕人舎

NEW OPEN!
7月1日

オープニングスタッフオープニングスタッフ募募集集

新千歳空港内に

★全員一からのスタートなので安心♪
★接客がはじめての方も安心してスタート 
　できるように、研修時間もじっくり設け
　ています!

☎0145-26-2800
担当/田仲　【受付】平日 9～17時㈱北海道興農社 本社

まずは、お気軽にお電話ください。

千歳 パ 販売

仕　事▶ 接客、配膳、会計、片付け等 
のホールに係る業務

資　格▶経験者優遇
給　与▶ 時給1,000円〜　 

※22時以降/時給1,250円
時　間▶ 17:00～23:00の間で実働3～6h
勤　務▶週1～6日
待　遇▶交通費規定支給、制服貸与、まかない有

ホールスタッフ募集!!
7月OPEN予定

☎0123-26-5061受付/9～18時
担当/浅野、山川

まずはお気軽にお電話ください。

千歳市幸町
2丁目3-2さんが

千歳 パ ホール

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

Qua ity & Discount

千歳市北陽1丁目2-1フードD365千歳店
担当/加々谷☎27-5370

土日勤務
できる方
大歓迎!!

スタッフ募集
◆精肉◆精肉

◆鮮魚◆鮮魚

時　間▶①8:00～13:00 
            ②12:00～17:00

時　間▶8:00～13:00

給　与▶ 時給881円　　　
勤　務▶週4日以上で応相談
待　遇▶ 雇用保険（勤務時間により加入）、 

有給休暇、制服貸与

千歳 パ 店内業務　

 

共
通
項
目

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

急募急募キッチンカーキッチンカースタッフスタッフ
未経験者歓迎!!未経験者歓迎!!

仕　事▶ 恵庭・千歳市内などの施設で、キッチンカー
による接客販売や、簡単な調理等

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許（AT限定不可）、
年齢・性別不問

時　間▶ 9:00～18:00の間で5～6h程度 
※会場、天候により変動有

給　与▶時給1,000円
勤　務▶シフト制

〒061-1424 恵庭市大町3丁目4ｰ3

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

【担当/小川】☎0123-25-3531
～北央商事グループ～ キッチンカーSeason

恵庭 ア パ 販売・調理

パート

嘱託

㈱紀文食品 恵庭工場
■水産練製品製造・販売

☎32-1888電話連絡の上、写真付 
履歴書お持ちください。

お気軽にお問合せください。 担当/佐々木
【受付9:00～17:00】

◆食品製造補助・梱包（パート）梱包（パート）
資　格▶未経験者歓迎
時　間▶ ①13:30～18:00 ②18:00～22:00
給　与▶  ①時給870円 ②時給880円
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可
◆食品製造（嘱託社員）
仕　事▶ 原料加工、製造機械・器具類の操作など食品製造に

関わる作業全般。重量物（20kg位）の取り扱い有。
時　間▶ 15:00～24:00（生産状況により変更する

場合有）
給　与▶ 日給7,600〜8,700円 ※試用期間有/時給950円
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、各社保

完備、昇給年1回、賞与年2回
《共通項目》
休　日▶ 日曜・水曜の週休2日制 

※パートのみ他休み希望応相談
※食品製造業のため、コンタクトレンズの使用不可
※パートは扶養控除内での勤務可能です。

お子様の学校行事や体調変化お子様の学校行事や体調変化
でのでのお休みお休みも対応できます！も対応できます！

昇給年1回、賞与年2回あり！昇給年1回、賞与年2回あり！

食品製造スタッフ大募集!!食品製造スタッフ大募集!!

恵庭市戸磯201番14（恵庭テクノパーク内）

恵庭 パ 食品製造補助・梱包嘱 食品製造

※詳しくはお気軽にお問い合わせくださいませ。

千歳市平和
1006-1385

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-21-9713

◆フォークリフト作業員
給　与▶月200,000円　　時　間▶8:00～17:00 

新千歳空港IC側に
営業所を開設しました！

経験を活かして働こう！

◆夜勤点呼者
給　与▶月148,800円〜
時　間▶ 22:00～翌7:00 ※残業・深夜別途

3職種で

車両増車
のため

千歳 正 ドライバー、フォークリフト作業、夜勤点呼
◆トラックドライバー
給　与▶ 大型/月280,000円〜 

4t/月240,000円〜
時　間▶  8:00～17:00 

（運行内容により異なる）

資　格▶経験者優遇 
休　日▶ 日祝、他 

※夜勤点呼者は 
　シフト制

待　遇▶各社保完備 

共通項目

正社員正社員募集募集!!

 高時給でしっかり稼ぎたい!
 地元で働きたい!
 製造の仕事がしたい!
 モクモク・コツコツ作業が好き!
 土日はお休みしたい!

まずはお気軽にお電話ください。

0120-095-0120-095-350350函館市新川町1-24　R4TM新川町 5F
株式会社スピード北海道
一般労働者派遣事業（派01-300425） 有料職業紹介事業（01-ユ-300238） ◆電話面接対応中! ◆出張面接も可

そんな仕事をお探しなら

にお任せください！
スピード北海道

勤務先▶恵庭市戸磯
仕　事▶ プリント基板製造装置の操作や検査業務
給　与▶  時給1,100円〜
時　間▶   ①8:30～17:00 ②20:30～翌5:00 

※状況による
勤　務▶5勤2休 ※シフト制
期　間▶ 3ヶ月更新（長期）
待　遇▶ 社保完備、車通勤可（駐車場完備）、 

交通費規定支給

【恵庭市】プリント配線基板製造・検査

恵庭 派 検査
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