
2021 年 8 月 6 日（金）ちゃんと 14

入社日 2021年 9月17日（金）

〒066-0051 千歳市泉沢1007番地195
https://www.denso-hokkaido.co.jp/ ☎0123-47-8825

仕　事▶ 車載用半導体製品の製造（機械操作・組立・検査等）
期　間▶ 最長3年間（6ヶ月毎の契約） 

※3年満了後、一定条件を満たせば再入社可
資　格▶ 通勤が可能な方、18歳以上
時　間▶ 標準労働時間/8:40〜17:25（昼休憩45分）
勤　務▶ ①2組2交替制（実働8h、年間休日121日） 

②3組2交替制（実働9.5h、年間休日167日）
給　与▶ ①日給8,400円 ②日給10,010円 

※基本給に加えて、各種勤務手当有 
　（時間外勤務・深夜作業・交替勤務・休日勤務等） 
※満了報奨金/120,000円（6ヶ月満了毎）

休　日▶ 基本週休2日（土・日）、ＧＷ・夏季・冬季、 
有給休暇制度有（6ヶ月経過後に10日付与）

待　遇▶ 各社保完備、車両通勤可、 
交通費支給（ガソリン・高速道路・定期代/実費相当）、
暖房手当、制服貸与、正社員登用制度

※�当社製品は、全世界で生産される自動車の
1/3に搭載。車の進化に貢献しています。�

★夏季・冬季休暇手当 各3万円
★交通費実費相当支給 （上限なし）

★満了報奨金 12万円（6ヶ月満了毎）

売店・自販機完備

ブレーキ圧
センサ

車両姿勢
制御センサ

あったかクリーンな工場環境 室温一定25℃ 小型軽量な製品群で取扱いカンタン

定期的な途中休憩有

従業員数　1007名

売上高　418億円

資本金　26億円

電話またはホームページより
ご応募お待ちしております。

未経験者歓迎
のお仕事!!

正社員登用制度有

実績
81名
（累計）

メニュー豊富・低価格 社員食堂

1010名程度名程度
欠員補充、増産対応のため欠員補充、増産対応のため

うれしい福利厚生！

製造
スタッフ募集!

世界トップクラスの品質を
誇る製品に携わりませんか？

エアコン用
冷媒圧センサ

吸気圧センサ排気圧センサ

車載用半導体センサ

デンソー北海道
［平日］ 9:30集合

選考会

HPは
コチラ

Web面接
も行っております。

千歳 期 機械操作、組立、検査等

◆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

千歳市流通1丁目3-21 ☎0123-24-2041

◆一般事務員
仕　事▶一般事務  
資　格▶ 基本的なPC操作が可能な方

（ワード・エクセル）
給　与▶ 月150,000～200,000円
時　間▶ 8:00〜17:00 
休　日▶  4週8休、年末年始、夏期休暇、

GW
待　遇▶ 各社保完備、昇給年1回、賞与年

2回、通勤手当（月7,100円〜）

株式会社電材重機 千歳支店

急募

まずはお電話ください。 
面接日をご案内致します。面接時に写真付
履歴書をお持ちください。担当/黒木

一 般 事 務 員
経験者
優遇

 月収

15～20
万円

090-5073-2455

千歳 正 一般事務

 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パート

応募

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平日

◆【千歳市泉沢】日本血液製剤機構
給　与▶時給870円～
時　間▶7:00〜11:00（実働4h） 
休　日▶土･日曜、祝日

◆【千歳市蘭越】ザ・ノースカントリーGC
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 ③6:30〜10:30
勤　務▶ 週3日〜（応相談）

◆【千歳市清流】北星病院
給　与▶時給950円
時　間▶ ①7:30〜11:30 ②13:00〜17:00 

（実働3.5h）
休　日▶日曜日

《共通項目》
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、 

雇用保険は週20h以上で加入

千歳 パ 清掃

◆パート
仕　事▶洗い場・簡単な調理補助等
資　格▶ 主婦（夫）歓迎、未経験者歓迎
給　与▶時給950円 ※22時以降/時給1,187円
時　間▶ 17:00〜23:00
勤　務▶週3日程度 ※シフト制
休　日▶日曜、祝日　　　　待　遇▶交通費規定支給

洗
い
場･

調
理
補
助

千歳市幸町
2丁目3-2さんが

日本料理
ゆきあかり 山河☎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。

◆正社員
仕　事▶ ①仕込み、調理全般 ②調理、洗い場等
資　格▶和食調理経験者
給　与▶①月30～35万円 ②月20万円～
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

調
理
師

◆正社員
給　与▶ 経験者/月25万円～ 未経験者/月20万円～ ※委細面談
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
◆パート
給　与▶ 時給1,050円～ ※22時以降/時給1,312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

《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

ホ
ー
ル
ス
タ
ッ
フ

千歳 正 調理正 パ ホールパ 洗い場･調理補助

日本管財サービス株式会社 千歳市青葉8-3-1

担当/高倉☎24-0800
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡

沼ノ端・早来方面からの通勤も可能！

仕　事▶ 施設の入退場警備 
（車両・人の入構許可証の確認及び発行手続き等）

資　格▶ 車通勤出来る方、定年者の方も歓迎　 
※施設警備2級（検定11月頃）を取得して頂き 
　正社員登用となります。 
　（取得するまでは契約社員/同条件）

時　間▶ 0:00〜24:00（6h勤務の4交代）
勤　務▶ シフト制（年中無休）
給　与▶ 月給153,000円～ 

別途資格手当有/施設警備1級8,000円　 
　　　　　　　 施設警備2級5,000円 
※月収例/施設警備2級資格者：月170h勤務の
　　　　 場合月給161,500円 
※試用期間2ヶ月有/時給900円

待　遇▶ 社保完備、雇用保険、有給休暇、交通費規定支給（一律
月6,000円）、退職金制度有（条件有）、制服貸与

勤務先▶ 新千歳空港貨物ターミナル

施設警備をやってみませんか！施設警備をやってみませんか！
国家資格取得国家資格取得をサポートいたします！をサポートいたします！

千歳 正 空港警備

求人ナビなら

ぴったりの仕事が

きっと見つかる。

スタッフ募集

デリカ（惣菜）

◆短期

給　与▶ ［一般］時給897円
時　間▶ 8:00〜12:30
勤　務▶週4日

千歳・恵庭 ア パ デリカ

[応募］希望の店舗に電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。担当/店長 ㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32
●制服貸与 ●交通費規定支給 ●車通勤可

☎26-6660
千歳市日の出1丁目1-66

千歳店
Web応募
はコチラ

応募

応募

資　格▶土日出勤できる方
給　与▶ ［一般］時給919円　［学生］時給871円
時　間▶①8:00〜13:00　②17:00〜21:00 
勤　務▶①週3〜4日　②週4〜5日

給　与▶ ［一般・学生］時給950円
時　間▶ ①8:00〜12:00　②16:00〜20:00
勤　務▶週5日
期　間▶8月末まで

恵み野店
恵庭市恵み野西3丁目1

☎36-2980
Web応募
はコチラ

待　遇▶ 昇給有、賞与有、交通費規定支給、車通勤可
資　格▶ 未経験歓迎・無資格もOK 

★えみな介護職員養成講座で初任者研修受講可 
  （約半額の還付金制度有）

勤務先▶ 小規模多機能ホーム エルムの家 
（千歳市長都駅前5丁目1-10）

共
通
項
目

仕　事▶ 入居者･認知症高齢者の生活介護全般
給　与▶ 正/月給198,693～209,230円 

　 ※経験・年齢・資格による  
　 ※賞与、夜勤手当1回5,000円（月5回）、 
　　 処遇改善手当を含む 
パ/時給863～890円

時　間▶ 正/［日勤］8:30〜17:30   
　  ［早出］6:30〜15:30 
　  ［夜勤］15:30〜翌9:30  
　  ※利用者状況により遅番有 
パ/応相談（短時間も可）

勤　務▶ 4週8休 ★年3日特別休暇有

正
社
員･

パ
ー
ト

働きながら えみな介護職員養成講座で働きながら えみな介護職員養成講座で
初任者研修受講できます♬初任者研修受講できます♬資格資格がないがない方でも方でも

まずはお気軽にお電話ください。担当/糸田

☎23-2262（えみな うらら家
か

）

千歳市勇舞1丁目2-2㈱えみな

株式会社えみなは「心に寄り添う介護」の提供を目指しています。

080-7656-6610

安心出来るよう、ペア指導で覚えて頂きます。
仕　事▶ 入居高齢者の見守り、生活支援、夕食、朝食提供
給　与▶ 1勤務19,174～19,798円
時　間▶ 15:30〜翌9:30
勤　務▶ 週1〜2回 ※回数、時間応相談

夜
勤
専
任
パ
ー
ト

Wワーク
OK

千歳 正 パ 介護職員
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