
2021 年 6 月 18 日（金） ちゃんと9

仕　事▶スーパーの店舗内清掃
給　与▶�時給920円
勤　務▶�①月・火・水　②火・水　※各1名募集
時　間▶�平日/7:30〜10:00　祝日/6:30〜9:00
�待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、有給休暇有
勤務先▶�恵庭市恵み野里美2丁目（JR恵み野駅西側）

清掃スタッフ
920920円円

募
集

時時
給給

二幸産業 〒060-0031
札幌市中央区北1条
東2丁目5-2
札幌泉第１ビル☎011-241-2580

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。

北海道支社 担当/畠山

株式
会社

WワークWワーク
OK!!OK!!

朝の時間を有効に!
恵庭 パ 清掃

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1,200円〜 
※いずれも処遇改善手当を含む 
★業績により年2回一時金を支給 ★昇給制度あり

時　間▶規定による
勤　務▶�週４〜5日（応相談）�※シフト制
待　遇▶�介護福祉士手当、労災保険、通勤・車両借上手当

未経験者でも安心‼︎
同行いたします♪

有給を
取得しやすい！

★ご自宅を訪問し､買い物･掃除･移動等を行うお仕事です。

〒061-1446　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

ホームヘルパー募集!ホームヘルパー募集!

担当/笹川まずはお電話ください。

時間相談時間相談
できます♪できます♪

☎0123-33-1120

恵庭 パ 訪問介護員

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

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

まずはお気軽にお電話ください。面接は現地で行います。

◆売店スタッフ
仕　事▶�自衛隊内にある売店での品出し・レジ・清掃等
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給886円〜 ※昇給有
時　間▶�[平日]�①7:30〜20:00の間で実働4〜5h�

②7:30〜20:00の間で実働8h
　　　　[土・日・祝]10:00〜15:00
勤　務▶①週2〜5日�②週5日
待　遇▶�雇用・労災保険、社保完備（②のみ）、交通費規定支給、

車通勤可（無料駐車場有）、制服（エプロン）貸与、�
有給休暇、試用期間3ヶ月有

勤務先▶�東千歳駐屯地�東厚生センター内

千歳市祝梅1016
☎0123-40-2531
㈲ティーワイコーポレーション 東千歳店

担当/五
い か り
十里

車通勤OK！無料P有車通勤OK！無料P有♪♪
千歳 パ 店内業務全般

清掃・厨房清掃・厨房
スタッフ募集!スタッフ募集!

待　遇▶�社保完備（勤務時間による）、賞与年2回、制服
貸与、交通費規定支給、車通勤可、有給休暇有

共通�
項目

株式会社道央環境センター 恵庭市本町27番地

☎0123-34-0740応 募

◆清掃 《パート》

給　与▶�時給870円
時　間▶�8:00〜14:00の間で実働2.5〜5.5h
休　日▶シフト制�※勤務日要相談

◉ラ･デュース恵み野

給　与▶�時給900円
時　間▶�5:00〜19:30の間で実働4〜8h　
勤　務▶シフト制�※応相談

◆厨房（調理補助） 《フルタイム/パート》
◉我汝会えにわ病院 
★フルタイム・扶養範囲内選択可

給　与▶�時給870円
時　間▶�①8:00〜12:00�②13:00〜17:00�

※①②シフト制（実働4hもしくは8h）
休　日▶�日曜、祝日、他

◉恵庭南病院
★扶養範囲内選択可

恵庭 パ 清掃、厨房（調理補助）

◆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

☎31-0900

製造スタッフ製造スタッフ

株式会社エフビーエス
〒061-1405　恵庭市戸磯47-7札幌工場

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

パパンン

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。

募集募集

恵庭 パ 製造

まずは現場を見に来てください!まずは現場を見に来てください!
見学後の応募もOK!!見学後の応募もOK!!

☎22-3577応募

仕　事▶�採卵鶏管理や鶏舎管理。清掃・草刈・建物修繕・�
機械メンテ

資　格▶�未経験者歓迎、高卒以上、要普通自動車免許�
（AT限定可）※通勤用

給　与▶ 時給1,074円〜 
※月収例/1,074円×8h×22日＝189,024円

時　間▶8:00〜17:00（休憩1h）
休　日▶�週2日（シフト制）、年末年始休み有
待　遇▶�社保完備、作業着・靴・帽子貸与、�

交通費規定支給、試用期間3ヶ月有、�
マイカー通勤可（無料駐車場有）

担当/窪田

(株)トーチク 千歳農場

管理スタッフ募集!

千歳市駒里
2269番地

千歳 ア パ 管理

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

千歳市幸町
2丁目3-2さんが

日本料理

ゆきあかり山河

7/7
OPEN

☎0123-26-5061
受付/14〜18時　担当/浅野、山川

まずはお気軽にお電話ください。

千歳 正 調理正 パ ホール
調理師

仕　事▶�仕込み、調理全般
資　格▶和食調理経験者
給　与▶月30〜35万円（経験による）
時　間▶�11:00〜23:00の間でシフト制
休　日▶日曜、祝日を含め月6〜8日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�

各種手当有、制服貸与、まかない有

正社員

給　与▶月20万円〜
時　間▶�13:00〜23:00の間でシフト制
休　日▶日曜、祝日を含め月6〜8日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�

各種手当有、制服貸与、まかない有

ホールスタッフ正社員

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

ホールスタッフパート

一
緒
に
頑
張
っ
て
く
れ
る

新
規
ス
タ
ッ
フ
を

募
集
し
ま
す
。

《ホールスタッフ共通項目》
仕　事▶�接客、配膳、会計、片付け等
資　格▶経験者優遇

どんな資格？
どうやってとる？
◆調理師になるには
調理師免許がなくても飲食店などで調理業務

を行うことはできます。ただし、就職の際に調理師
免許が求められたり、持っていると有利なことが
多いため、本格的に料理人を志すなら調理師免許
取得を目指しましょう。
調理師養成施設に認定されている専門学校や

スクール、または短大の別科で1年以上学んで卒
業すると調理師免許が取得できます。
そのほか、飲食店などで2年以上の調理業務経

験を重ねると、調理師国家試験の受験資格を得る
ことができます。
レストランやホテル、各種飲食店、病院や福祉施

設、企業の社員食堂や大学の学生食堂など、活躍で
きる現場は多数！

例）�老人福祉施設、レストラン、�
ホテル、保育園、�
病院、結婚式場、�
基地、一般企業など

◆調理師のやりがい
調理師は、やはり料理を食べた人たちの笑顔や

「おいしい！」の一言でやりがいや達成感を実感で
きます。
また、自分の技術がものをいう世界なので、修業

を重ねるなかで、自分が理想とする味に到達した
り、今まで作ることができなかった料理が完成し
たときも職人として達成感を感じる瞬間。独立志
向が強い人にとっては、自分の店を持ったときの
喜びも大きいです。

調理師

高校

調理師養成施設※

短大別科 専門学校
各種学校など

飲食店などで
2年以上の調理実務

調理師の国家試験

申請手続

調理師

※卒業すると調理師の免許申請資格を取得※卒業すると調理師の免許申請資格を取得

千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F㈱アスクゲートノース 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

アスクゲートノース

24時間受付OK！ お気軽にお電話ください。 0120-172-6420120-172-642

給　与▶�時給950円〜
時　間▶��フルタイム/�

①12:00〜21:00�
②15:00〜24:00�
パートタイム/�
③9:00〜13:30�
④13:30〜18:00�
⑤18:00〜22:00

期　間▶�即日〜12月末��
※延長の可能性有

休　日▶�水曜・日曜

★選べる時間帯!

なるとの検品・梱包

時給950円〜
即日～12月末

《恵庭市》

給　与▶�時給980円〜
時　間▶�8:00〜17:00�

（休憩90分)
期　間▶6月中旬〜11月末
休　日▶�シフト制�

※相談可能

★安心の送迎付きです！

ブロッコリーの収穫

時給980円〜
6月中旬～11月末

《むかわ町》

給　与▶�時給1,100円〜
時　間▶�10:00〜16:00�

（休憩60分）
期　間▶即日〜長期
休　日▶�週休2〜3日　�

※相談可能

★PC経験者大歓迎！

PCの入力業務

時給1,100円〜
即日〜長期

《千歳市》

給　与▶�時給1,000〜1,100円
時　間▶�9:00〜17:00（実働7h）�

※短時間勤務の相談可能
期　間▶�即日〜2ヶ月�※更新制
休　日▶�水曜・日曜�※出勤日数の

相談可能

★時間･休日の相談可能！

生ハム・ソーセージの製造

時給1,000〜1,100円
即日～2ヶ月（更新制）

《安平町》

給　与▶�時給930〜1,000円
時　間▶�8:00〜17:00�

※変動の可能性有
期　間▶�7月〜10月頃
休　日▶�シフト制

★シニア層も活躍中!

農作業（野菜関係）

時給930〜1,000円
即日～2ヶ月（更新制）

《千歳市・長沼町》

給　与▶�時給900円〜
時　間▶�①8:30〜17:30�

②18:00〜翌3:00�
③9:00〜14:00�
※�①〜③の時間帯から�
相談可能

期　間▶即日〜長期
休　日▶日曜・他�※シフト制
待　遇▶自力通勤者交通費支給

★週3、4日勤務も可能！

食品の検品・梱包・製造

時給900円〜
即日～長期

《恵庭市》

短期短期・・長期長期のお仕事あります!のお仕事あります!
WEB面接・登録WEB面接・登録も可能です。も可能です。
まずはお気軽にお問合せ下さい。まずはお気軽にお問合せ下さい。

1Rタイプも1Rタイプも
空きあります。空きあります。●�●�送迎送迎や、や、住み込み寮住み込み寮など�など�

待遇面でのご相談も可能です。待遇面でのご相談も可能です。

短期 短期 短期

千歳・恵庭・他 派 検品、梱包、製造、収穫、入力業務、農作業


	09_q03

