
2021 年 7 月 23 日（金） ちゃんと9

仕　事▶�手書き納品書の作成、ソフトを�
使った会計業務、電話・来客対応等

資　格▶�パソコンの基本操作ができる方、実務経験又は�
基本知識がある方

給　与▶時給900円+交通費規定支給
時　間▶�8:00～17:00�(休憩1h)、土曜/8:00～12:00
休　日▶�週休二日（水曜、日曜、祝日）、GW、お盆、年末年始
待　遇▶�各社保完備、車通勤可、無料駐車場有、�

正社員登用制度有

千歳市上長都1160-21

【受付/午前中】

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-29-3320
トライフード（株）

一般事務員募
集

千歳 パ 一般事務

時間・日数応相談!
★両方できる方募集 急募!!調理補助・宅配スタッフ

千歳市白樺
2丁目5-8

仕　事▶�厨房（惣菜・弁当調理補助）、宅配業務
資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許、要普通免許、�

経験者優遇
給　与▶�時給870円
時　間▶�7:00～14:00、14:00～18:00　�

※うち実働3h～（応相談）
待　遇▶制服貸与、車通勤可（無料駐車場有）

えどやえどや 向陽台店

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎21-9103

千歳 ア パ 調理補助、宅配業務

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

資　格▶経験不問（全力でお教えします。）
給　与▶�①時給900円〜  

②時給861円〜（試用期間3ヶ月有/同条件）
時　間▶�①8:30～16:15（実働7h、休憩45分）�

②10:00～15:00（実働4.5h、休憩30分）
勤　務▶�①週休2日制　②週3日～（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

ホテルの ❶清掃責任者 ❷客室清掃員

車通勤OK

千歳 パ 清掃責任者、客室清掃員

北海道クリーン開発㈱ 〒053-0016
苫小牧市寿町2丁目3-14

応募

◆ちとせモール[千歳市勇舞8丁目1-1]
時　間▶�14:30～19:30
勤　務▶�週3日程度（シフト制）
給　与▶時給861円
資　格▶未経験者歓迎、性別不問
待　遇▶�労災保険、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は勤務先にて行います。委細面談。

清掃清掃

（田口）
0120-03-6323

　080-2871-5294

★60歳以上の方も積極採用　★Wワーク応相談

午後の時間から
のお仕事です♪

ショッピングモールのショッピングモールの

スタッフスタッフ

扶養内
勤務OK！

千歳 パ 清掃

北広島 正 リハビリ助手

経験者・未経験者ともに大歓迎！
長く、安定的に働きたい方募集！

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。

千歳 ア パ 販売

北海道育ちのワイン・チーズを
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♪

北海道の魅力を一緒に伝えましょう!

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

募
集販売スタッフ

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

仕　事▶�店内の床掃き・拭き、�
窓・ショーケースの拭き取り等の清掃

資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶�時給920円  

※試用期間1ヶ月/時給861円
時　間▶��7:00～10:00　※実働3h程度
勤　務▶�金、土、日、月　※応相談
待　遇▶�労災保険

(有)はるかカンパニー
〒061-1447　恵庭市福住町2丁目1-10

まずはお電話のうえ、写真付
履歴書をお持ちください。 ☎32-2046
阿部精肉店

清掃清掃スタッフ募集!スタッフ募集!
★勤務日数応相談!

50代･
60代も
大歓迎‼︎

WワークOK︎

★未経験者歓迎!

恵庭 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

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♪

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1,200円〜
時　間▶�9:00～16:00�

（休憩1h）
期　間▶�即日～長期
休　日▶�シフト制
勤　務▶週5～6日

★送迎兼任スタッフ募集

コンビニ商品の製造

時給1,200円〜
即日～長期

《北広島市》

給　与▶�時給1,000円〜
時　間▶�8:30～17:30�

（残業有）
期　間▶即日～12月中旬
休　日▶�土曜・日曜・祝日

★自力通勤者歓迎！

ガラスの格子組立や切断

時給1,000円〜
即日～12月中旬

《恵庭市》

給　与▶�時給1,000円〜
時　間▶�8:30～17:30�

※変動の可能性有
期　間▶�8月1日～10月頃�

※変動の可能性有
休　日▶�週2～3日�※シフト制
待　遇▶�交通費�

規定支給

★男性活躍中!

野菜の①箱詰め②運搬

時給1,000円〜
8月1日〜10月頃

《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1,000円〜
時　間▶�8:00～17:00�

※変動の可能性有
期　間▶�即日～12月末
休　日▶�シフト制�

※月7～8日休み

★千歳市内送迎有

倉庫内業務（仕分・荷受・PC）

時給1,000円〜
即日〜12月末

《千歳市》

給　与▶�時給1,050円〜
時　間▶�7:40～17:00�

（実働8h）
期　間▶�8月上旬～9月中旬�

（年末まで延長の可能性有）
休　日▶日曜・他�※シフト制
待　遇▶�自力通勤者�

交通費支給

★繁忙期のため、増員募集

シリアル・スイートコーンの製造

時給1,050円〜
8月上旬〜9月中旬

《由仁町》

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WEB面接も可能です。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 短期 短期

千歳・恵庭・他 派 製造、組立・切断、箱詰め・運搬、倉庫内業務

電話連絡の上、写真付履歴書を 
持って面接にお越しください。

経験者も未経験者も大歓迎!

長く、安定的に働きたい方募集!!

家庭料理ができればOK! 

☎0145-26-2800 担当/田仲
【受付】平日�9:00～17:30

キッチン�
スタッフ募集!!

新千歳空港国内線ゲート内
【Green Pockets】

千歳市美々�新千歳空港国内線2Ｆゲート内Green Pockets（北海道興農社）

自社栽培の野菜をはじめ、北海道産の食材を使用したサンドイッチや惣菜パンなど軽食のテイクアウト店です。

時　間▶�7:30～21:30の間で実働7.5h、休憩1h�
①7:30～16:00�②10:00～18:30�
③13:00～21:30

休　日▶��月8～10日以上�★希望に応じます！
待　遇▶�各種社保完備、交通費規定支給、車通勤可（駐車場代�

補助有）、館内社員割引有、制服貸与、昇給有、有給休暇
勤務先▶�Green�Pockets（新千歳空港国内線ゲート内）

仕　事▶�サンドイッチや惣菜パンの調理、盛り付け、食材�
の仕込み等。家庭料理の調理ができればOK！��
※他にレジ打ちの補助有

資　格▶�未経験者・経験者共に歓迎
給　与▶�時給920円〜 

※20:30以降は時給1,200円 
※試用期間（最大3ヶ月）/時給870円

★�月収例/151,800円+交通費�
（時給920円×1日7.5h×月22日＋交通費）

千歳 ア パ 調理

◆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、21:00～翌6:00　�

※時間前後要相談
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

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。

◆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▶�9:00～18:00、12:00～21:00、�

15:00～24:00、18:00～翌3:00
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

土日
休み

株式会社エフビーエス 〒061-1411
恵庭市恵南1番地

恵庭工場
〒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。 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

《共通項目》　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

製造スタッフ製造スタッフパパンン
募募
集集

恵庭 パ 製造
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