
2021 年 8 月 13 日（金） ちゃんと13

恵庭市戸磯616番地2

◆食品製造作業（フルタイムパート）
時　間▶�①8:00～17:00�

②8:00～13:00、12:00～17:00�
※年末は早出・残業有

勤　務▶週5日
休　日▶�原則日曜、他週1日
給　与▶①時給920円　②時給910円
資　格▶�18歳以上、未経験者歓迎、長期勤務できる方
待　遇▶�［①のみ］健康保険・厚生年金［①②共通］雇用保

険、制服貸与、恵庭市内送迎バス有（他地域交通
費規定支給�※上限月1万円）、食事補助制度有

工場勤務が初めてでも

大丈夫!!

食品製造スタッフ食品製造スタッフ募集!!募集!!
主婦（夫）さん歓迎!! 長期安定です！

恵庭市内
送迎バス有

とんでん㈱ 恵庭工場
担当/大西☎34-6061

�電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
詳細は面談にて。お気軽にお電話ください。

恵庭 パ 食品製造作業

グループホーム グループホーム 北のくにから北のくにから
〒061-1353　恵庭市島松本町4丁目8-25

㈲セカンドライフ

☎0123-37-2985まずはお電話ください。
担当/小野瀬

◆介護スタッフ
仕　事▶�入居者様の生活のお手伝い
資　格▶�不問、未経験の方大歓迎、�

土日勤務出来る方尚歓迎
給　与▶�時給890円 ※試用期間/時給865円
時　間▶�①7:00～16:00　②8:30～17:30　�

③10:30～19:30　�
※①～③選択可（シフト制）�
※全てのシフトに入れる方尚可

勤　務▶�週2～5日�※日数応相談
待　遇▶�各社保完備、資格手当（試用期間後）、�

交通費（月25,000円迄）実費支給、車通勤可、�
処遇改善手当年3回別途支給、正職員登用制度有

夜勤ナシで
働きやすい

2020代代〜〜6060代代
みんな大活躍中!みんな大活躍中!

働き方働き方について、について、
遠慮なくご相談ください！遠慮なくご相談ください！

笑顔があふれる♪

恵庭 ア パ 介護

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

千歳
期　間▶8月下旬～翌3月頃　※委細面談
仕　事▶�受付事務、電話対応や患者誘導等の�

医療補助
資　格▶�未経験者歓迎、簡単なPC操作可能な方
給　与▶時給900円
時　間▶��8:30～17:30　�

※実働7h�※休憩12～14時
勤　務▶�月・火・木・金
休　日▶�水・土・日・祝
待　遇▶�各社保完備（希望者）、交通費規定支給、�

車通勤可、制服貸与

パ 事務兼医療補助

〒066-0025　千歳市梅ヶ丘1丁目4-1【受付/月・火・木・金�9:00～17:30】　担当/早坂

応
募

☎0123-22-3755 医療法人社団 誠仁会 梅ヶ丘クリニック

事務兼
医療補助
スタッフ募集!

ワクチン接種や秋冬に 
備えての増員募集です!

★未経験者歓迎!
★土日祝休み!

恵庭市北柏木町3丁目74-1 
写真付履歴書を郵送ください。 追って面接日をお知らせいたします。

学校給食配送学校給食配送
ドライバー募集!!ドライバー募集!!

☎0123-32-1111
テーオー運輸株式会社

担当/世永（よなが）

仕　事▶�恵庭市内の中学校へ給食コンテナの配送と回収業務
資　格▶中型自動車免許(8t限定不可）
時　間▶�9:00～15:00の間で5h程度
休　日▶�土日祝、他（学校の休み期間等）�

※年間184日程度の勤務です。
給　与▶日給5,000円
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場有）�

★道外大型ドライバーも同時募集!

〒061-1433

恵庭 パ 学校給食配送ドライバー

★千歳・恵庭から車で20〜30分程度、静かな道で快適通勤♪

仕　事▶�調味料の包装作業、パレットへの移動等
資　格▶�未経験者歓迎、フリーター・主婦（夫）歓迎、�

車通勤できる方
給　与▶�時給915円〜
時　間▶�10:00～16:00（実働5h、休憩1h）
休　日▶�土日祝、他会社カレンダーによる
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費規定支給、無料駐車場有、�

作業服貸与、有給休暇

女性多数活躍中!女性多数活躍中!
千歳・恵庭在住千歳・恵庭在住のの 扶養内扶養内

OKOK
職場 職場 

見学OK見学OK

まずはお電話ください。（8/7〜8/15はお休みです。）�

☎0145-22-3452 担当/佐々木

勇払郡安平町早来富岡254-6�
東海物産㈱北海道工場
■調味料探究会社

カンタン作業! イチから丁寧に教えます★

安平 パ 食品梱包作業

学生さんも学生さんも
歓迎♪歓迎♪

仕　事▶�出前、ホールスタッフ
資　格▶�未経験者歓迎、学生可（高校生不可）
時　間▶�①10:00～15:00�

②17:00～20:30�※応相談
給　与▶�平日/時給900円　　 

土日祝/時給1,000円
勤　務▶週3～4日、土日勤務できる方歓迎
待　遇▶�食事付
応　募▶�電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

〒066-0025
千歳市梅ヶ丘1丁目9-8

担当 /店長☎24-1930
070-6601-3982

土日祝は時給1,000円
男女問わず募集! 2・3名募集!!

千歳 ア パ 出前、ホールスタッフ

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

〒066-0028�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▶�①8:00～11:30　②8:00～13:30�

③8:00～15:30　※シフト制
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

0120-147-5510120-147-551
㈱クリーンコーポレーション

札幌市中央区南22条西6丁目2-25�エムズ南22条�第3ビル4階

総合ビル管理･労働者派遣事業
(派01-300248)

まずはお電話ください。面接は勤務先で行います。

月収例
時給1,000円×1日8h×月22日勤務
＝月収176,000円

主婦（夫）も学生も主婦（夫）も学生も
シニアも大歓迎!!シニアも大歓迎!!
●●性別・学歴不問!性別・学歴不問!
●●WワークもOK!WワークもOK!

期　間▶9月1日～（予定）�※8月からの勤務も可能
仕　事▶�工場内にてパスタソースや具材の加工・仕込み作業。

他、洗浄、商品の梱包、箱詰め作業。
資　格▶�未経験者歓迎、性別･学歴不問、�

WワークOK、高校生不可
給　与▶ 時給1,000円
時　間▶�12:00～21:00（実働8h）�※残業の可能性有
勤　務▶週5日～
休　日▶�日曜・祝日�※土曜は工場カレンダーによる
待　遇▶�制服貸与、週払い可、車通勤可、駐車場有
勤務先▶�恵庭市戸磯201-12
★苫小牧･千歳･恵庭方面より送迎有‼︎

そんな時はLINE公式アカウントを使用して、
オンラインで面接可能！

※ご希望の方は応募時にご相談ください。

《受付》平日9:00～18:00

◆パスタ加工･包装スタッフ

人気の軽作業で働きませんか？人気の軽作業で働きませんか？
★★長期勤務できる方長期勤務できる方歓迎♪歓迎♪
★1ヶ月以上の研修有！★1ヶ月以上の研修有！未経験でも安心未経験でも安心して働ける!!して働ける!!
★★車通勤車通勤OK!!　★OK!!　★週払い週払い制度有！制度有！

面接の予定が
合わない…▶︎

恵庭 派 パスタの加工・包装

JRJRINN千歳INN千歳 ベストウェスタンベストウェスタンプラスプラス
ホテルフィーノ千歳ホテルフィーノ千歳

勤務先❶ 勤務先❷
JR千歳駅のすぐとなり！ JR千歳駅から徒歩5分！

《共通項目》
仕　事▶客室清掃
時　間▶�9:00～15:00（1日3h～お好きな時間で勤務可能）
給　与▶時給1,000円
勤　務▶週2日～OK
待　遇▶�社保完備（勤務による）、制服貸与、有給休暇

客室客室清掃清掃
千歳市ホテル2棟同時募集千歳市ホテル2棟同時募集

スタッフ
募集!!

高校生も高校生も
ご応募ください！ご応募ください！

札幌市中央区北2条西2丁目26番地　道特会館5F 0120-278-0880120-278-088C・TEC株式会社 札幌営業所

（千歳市千代田町3丁目13）（千歳市末広6丁目）

学生さんも歓迎!!学生さんも歓迎!! 扶養内勤務OK!!扶養内勤務OK!! 即面接･即勤務OK!!即面接･即勤務OK!!

時給1,000円!!
★��★��千歳駅から近い千歳駅から近いので通勤便利です。ので通勤便利です。

千歳 ア パ 客室清掃

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

アスクゲートノース

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。

●�●�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。

1Rタイプも1Rタイプも
空きあります。空きあります。

給　与▶�時給1,000円〜�
送迎兼任/時給1,200円〜

時　間▶�12:00～21:00�
※1～2h程度残業有

期　間▶長期（�8月20日～更新制）
休　日▶�日曜・他シフト制�

※出勤日数相談可

★増員募集です!出勤日数相談可!

パスタの製造・検品・包装

時給1,000円〜
長期

《恵庭市》

給　与▶�時給1,000円〜
時　間▶�8:30～17:30�

※残業の可能性有
期　間▶�9月～12月末�

※延長の可能性有
休　日▶�日曜・他シフト制�

※出勤日数相談可
待　遇▶交通費規定支給

★男女共に活躍中!

野菜の選別・袋詰め

時給1,000円〜
9月～12月末

《恵庭市》

給　与▶�時給1,100〜1,200円
時　間▶�8:00～17:00�

※変動の可能性有
期　間▶�即日～10月末�

※延長の可能性有
休　日▶�週1～2日　※シフト制
資　格▶フォークリフト免許

★有資格者歓迎!

選果場でのリフトオペレーター

時給1,100〜1,200円
即日〜10月末

《①千歳市　②長沼町》

給　与▶�時給1,050円〜
時　間▶�7:40～17:00（実働8h）
期　間▶�8月中旬～9月下旬��

※年末まで延長の可能性有
休　日▶日曜・他シフト制
待　遇▶自力通勤者交通費規定支給

★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月中旬～9月下旬

《由仁町》

給　与▶�時給1,000円〜
時　間▶�9:00～17:00
期　間▶�8月中旬～9月下旬�

※年末まで延長の可能性有
休　日▶�週休2日制�

※工場カレンダーによる
待　遇▶自力通勤者交通費規定支給

★繁忙期のため、増員募集!

生ハム・ソーセージ製品の製造

時給1,000円〜
8月中旬〜9月下旬

《安平町》

千歳・恵庭・他 派 製造、検品、包装、選別、袋詰め、リフトオペレーター
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