
2021 年 7 月 30 日（金） ちゃんと13

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。委細面談。 

新型コロナウイルスの感染予防対策を実施しています。

☎22-2241☎22-2241応募
ローソン自衛隊東千歳駐屯地店 千歳市祝梅1016

◆�東千歳駐屯地内店舗�
バスで通勤できます！�
●北海道中央バス ［21］日の出大通・祝梅小経由 
　東千歳駐屯地行 をご利用ください。 
※21時以降はバスが無い為、車通勤になります。

仕　事▶�a/陳列その他、レジ作業なし（搬入が無い水・土は除く）�
b/レジ作業有

時　間▶�a/19:00～22:00��
b/①17:00～22:00　②11:00～20:00�
　�③14:00～23:00

給　与▶�a/時給865円　b/時給930円 
※19:00〜22:00までは時給1,000円 
※22:00〜23:00までは時給1,163円

勤　務▶a/週3日　b/週3～5日
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、ダブルワーク・シニア可、

社会保険有
勤務先▶�陸上自衛隊東千歳駐屯地内（千歳市祝梅1016）

◎Wワーク、シニア、学生ＯＫ!!
店内業務スタッフ募集!!

駐屯地内の
普段は入れない場所で、働いてみませんか？

ローソンです!!

千歳 パ 店内業務

仕　事▶�式場設営・接客・受注等の運営業務、商品�
提案・企画・葬儀に関わる事務処理等、�
相談窓口業務等

資　格▶�未経験者歓迎、経験不問、�
要普通免許（AT限定可）、�
45歳まで（若年層のキャリア形成の為）

給　与▶月210,000円〜
時　間▶��9:00～18:00　�

※1ヶ月単位の変形労働時間制　�
※月平均5h程度残業有

休　日▶�月7日　※シフト制
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

制服貸与、有給休暇、産前産後・産休・育休�
制度有、役職・残業・子ども手当有、社員旅行

勤務先▶�香華殿�恵庭斎場、ウィズハウス�恵庭、他　
※シフトにより、日によって勤務先が�
変わります。（恵庭・北広島・札幌の8斎場）

担当/門 〒065-0041 札幌市東区本町1条11丁目1 
株式会社メモリアルむらもと 札幌支社☎011-299-8622

恵庭・その他 正 お葬式プロデューサー

電話の上、写真付き履歴書を郵送または持参ください。面接場所は追ってご案内致します。

葬儀スタイルの多様化に対応し、お客様のニーズ
に合ったお葬式をプロデュースするお仕事です。
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●専門知識は不要。 
　丁寧に指導しますので未経験でもご安心ください。

●夜間の電話受付・搬送はありません。

●まずは見学してみませんか？ 見学後の応募もOK

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

仕　事▶和風居酒屋でのホール業務
時　間▶�17:00～23:00の間で実働4～6h
給　与▶�時給900円〜 

※22時以降/時給1,125円〜
勤　務▶�週3～4日
待　遇▶�交通費規定支給（徒歩通勤者も支給）、�

制服貸与、雇用保険

千歳市幸町1丁目9
(ニューサンロード内）

まずはお気軽にお電話ください。（面接時、履歴書不要）

☎0123-27-2354
居酒屋 あじ彩 

ホールスタッフ募集!

【受付/15時以降】

随時昇給有! 学生さん歓迎

千歳 ア パ ホール

(株)東洋実業 恵庭営業所
恵庭市黄金中央1丁目13-11��クレール黄金1F

応募 ☎33-8225 ［担当］
採用係

◆ 医療機関の入口・受付付近等、 
外来周辺の日常清掃

時　間▶6:00～8:30
給　与▶時給900円
勤　務▶火・木・土
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、�

制服貸与、有給休暇
勤務先▶恵庭第一病院/恵庭市福住町1丁目6-６

◆葬儀場での館内日常清掃、ベッドメイク
時　間▶�葬儀の施行状況による　�

※例/9:00～13:00、13:00～17:00　
給　与▶�時給900円
勤　務▶葬儀施行時
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、�

ベッドメイク手当有
勤務先▶�やわらぎ斎場恵庭/恵庭市有明町6丁目1-25

短時間
勤務

Wワーク
OK

扶養内
勤務OK

恵庭 パ 清掃

《共通項目》
勤　務▶週3日～�※応相談
待　遇▶�各社保完備（勤務状況による）、車通勤可（無

料駐車場有）、交通費規定支給、作業着貸与、
健康診断（会社負担）、1日体験有

◆日勤
期　間▶長期
給　与▶時給865円
時　間▶�9:00～13:00または16:00�

※状況により時間の変動有
◆夜勤
期　間▶長期
給　与▶時給1,080円
時　間▶�23:00～翌3:00または翌7:00�

※状況により時間の変動有

野菜野菜 カットカットスタッフスタッフ
小さいお子さんがいるスタッフも活躍中！小さいお子さんがいるスタッフも活躍中！
土土日日出勤できる方、大歓迎です♪出勤できる方、大歓迎です♪

未経験者歓迎 扶養内OK

恵庭市北柏木町3丁目恵庭市北柏木町3丁目
160-1（アレフ工場内）160-1（アレフ工場内）㈱エフケー

受付/9～16時
担当/採用係☎39-5310☎39-5310応募

の

�有給休暇を
取りやすい 
環境です♪

恵庭 ア パ 野菜のカットスタッフ

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）

【恵庭市】プリント配線基板製造・検査

【千歳市】変圧器製造
1,100円~1,100円~ 高時給!

仕　事▶�製造装置の操作や検査などの軽作業
時　間▶���①8:30～17:00��

②20:30～翌5:00　※状況による
勤　務▶5勤2休もしくは4勤2休　※シフト制
勤務先▶恵庭市戸磯

カンタンカンタン
軽作業!!軽作業!!

0120-095-0120-095-350350
まずはお気軽にお電話ください。

登録だけ
でもOK！

コロナ禍でも業績好調のため

増員募集!!増員募集!!
時
給

千歳・恵庭 派 製造、検査

給　与▶��時給1,100円〜
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

共通
項目

仕　事▶変圧器製造業務
時　間▶��8:30～17:00（実働7.75h）
休　日▶��土日祝
勤務先▶��千歳市北信濃

主にブタの飼育に関わる業務（清掃、エサやり等）を 
行います。動物好きな方、体を動かしたい方にぴったり!
月8〜15日くらいで無理なく働けます。お小遣い 
稼ぎにもおすすめ! 元気な方、お待ちしています!

えこりん村�〒061-1421�恵庭市牧場241-2

資　格▶�未経験者歓迎、70歳まで（定年雇用止めの為）
時　間▶�8:00～17:00�※実働8h
給　与▶�時給865円
勤　務▶�月8～15日程度（シフト制）
待　遇▶�労災保険有、車通勤可、えこりん村循環バス

利用も可（恵庭駅～えこりん村間）
勤務先▶えこりん村内

担当/オオウチ、カワノ☎34-7800
電話またはメールでご応募受付致します。

受付/10～17時

t-oouchi@aleph-inc.co.jp

飼育スタッフ飼育スタッフ

年齢不問!!年齢不問!!
シニアの方も シニアの方も 
歓迎です♪歓迎です♪

★週1日程度のWワークも可 ★時間応相談

ブタブタの 募集

恵庭 ア 豚舎の清掃、エサやり

◆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

千歳 派 ①印刷機械のマシンOP②電子部品の製造・付帯作業③電子部品の製造④倉庫内作業

小規模多機能型
事業所いこいのさと憩の郷

夜勤専属夜勤専属スタッフスタッフ
パート

Wワーク
OK

募集募集

資　格▶�無資格OK、ブランクがある方も歓迎、�
土日勤務できる方歓迎、介護職員初任者研修修了
（旧ヘルパー2級）あれば尚可

時　間▶�16:30～翌9:30
勤　務▶�週2日�※応相談
給　与▶夜勤1回16,000円（夜勤手当含む）
�待　遇▶雇用保険、交通費規定支給、社員登用制度有

小規模事業所で4〜5名程の利用者さんのお世話を 
お願いします。アットホームで働きやすい環境です♪

〒066-0073
千歳市北斗4丁目5番6号

電話連絡の上、写真付履歴書を郵送またはお持ちください。

☎26-5300

千歳 パ 夜勤専属スタッフ

【製造ほか】会社の稼働日と休日を表したカレンダー。会社によっては休日が一般的な公休日である
土日祝と異なる場合がある。シフトごとの出勤日と休日を表したものを指す場合もある（シフトカレン
ダー）。工場の稼働日と休日を表したものは工場カレンダーという。

会社カレンダー

知ってるようで、
 知らない

コトバ

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

 

共
通
項
目

千歳 パ 店内業務　

履歴書 ( 写真貼付 ) を郵送ください。
追って面接日をお知らせします。

勤務先

千歳市花園5丁目7-3-103シダックス大新東ヒューマンサービス㈱ 千歳営業所

［担当］石岡☎0123-42-1831

千歳市立認定こども園 つばさ千歳市立認定こども園 つばさ
千歳市花園4丁目3-1千歳市花園4丁目3-1

仕　事▶�シフト作成、帳票作成、�
月1回給食会議の参加、�
調理・調理補助・洗浄・清掃�

資　格▶�栄養士もしくは管理栄養士で、実務経験３年以上、
65歳未満（定年雇用止めの為）

給　与▶ 月170,000円＋精皆勤手当6,000円+責任者
手当5,000円＋（資格手当…栄養士3,000円、 
管理栄養士30,000円） 
※賞与年２回（200,000〜300,000円）

時　間▶7:30～16:30
休　日▶�週休2日

仕　事▶�調理・調理補助・洗浄・清掃�
資　格▶�不問、65歳未満（定年雇用止めの為）
給　与▶ 時給900〜920円 

+交通費規定支給（当社規定による）
時　間▶�8:00～16:00の中でシフト制�

（実働3～6h程度）
休　日▶�週休3～4日（週20～30h程度）

《共通項目》待　遇▶社会保険完備、交通費支給、制服貸与

調理責任者（契約） 調理員（パート）

給食調理員給食調理員  募集!!募集!!
栄養士…月184,000円

管理栄養士…月211,000円

千歳 契 パ 調理
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