
2021 年 8 月 20 日（金） ちゃんと13

 まずはお気軽にお電話ください。 《担当》三浦

☎0123-23-2607【受付/8:30～18:00】【受付/8:30～18:00】

◆お客様レンタルスタッフ
仕　事▶�企業やお店等へ訪問しての、�

ダスキン商品（マット・モップ等）の交換
給　与▶�時給861円
時　間▶�8:30～15:30※実働6h��

※月平均5h程度の残業有
休　日▶�土日祝、GW、年末年始、他シフト制�

※週3～4日勤務
資　格▶�学歴・経験・年齢不問、要普通免許
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費規定支給、�

車通勤可、無料駐車場有、有給休暇有

レンタルレンタル
スタッフスタッフ 急募急募募集!募集! 未経験者歓迎!未経験者歓迎!

〒066-0083　千歳市みどり台北1丁目4-8

千歳 パ お客様レンタルスタッフ

Qua ity & Discount

365恵庭店
恵庭市黄金南
6丁目10番地4

まずはお電話でお問い合わせください。
後日面接日をご相談させていただきます。 

担当/採用係☎39-5555

◆レジ《学生歓迎》
時　間▶�①16:00～21:00�

②17:00～22:00
給　与▶�時給881～931円 

（学生/時給874円～）
勤　務▶�日数・休日応相談
待　遇▶�有給休暇、制服貸与、雇用保険、�

交通費規定支給

日数・休日応相談！
恵庭 ア パ レジ

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
◆冷凍食品の製造/恵庭市
期　間▶長期　　　　　　�時　間▶12:00～21:00
給　与▶時給950円　　　休　日▶シフト制

㈱トーティック 千歳市信濃4丁目8-13札幌事業所
■一般労働派遣事業（派01-300501）

☎0123-25-8775応募 【受付/8:30～18:00】採用係

★�そのほか、食品加工・出荷業務・検査・�
溶接作業等、オシゴトいろいろあります。

日払い日払い
週払い週払い
OKOK

《共通項目》
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

制服貸与、日払い・週払い可（規定有）

◆洋菓子製造/安平町早来
仕　事▶�①生地・クリーム製造��

②ライン・梱包・入出荷作業�③機械清掃
時　間▶�①7:00～16:00��

②8:30～17:30�
③12:00～20:00�※③応相談

給　与▶�①③時給1,050円 ②時給1,000円
休　日▶週休2日�※希望休OK�※土日祝の休みも可

❷❸のみ
送迎有

恵庭・安平 派 冷凍食品製造、洋菓子製造

◆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

問い合わせだけでもOK！
［担当］山崎
（千歳第一病院）☎0123-23-4111

医療法人
同仁会 向陽台病院〈療養型〉

千歳市若草1丁目10-11 https://www.dojinkai-group.com/

仕　事▶�ベッドメイク・清掃・物品搬送・衣料整理・�
片付け・入浴準備など、利用者様の�
間接的支援業務

資　格▶�学歴・経験・資格・年齢不問
給　与▶�時給900円
時　間▶�7:30～19:30の間で実働2h以上��

※応相談
休　日▶�シフト制
待　遇▶�交通費全額支給、車通勤可、社保完備、�

有給休暇、駐車場有（有料）、産休・育休制度、
賞与有、夏休み有

経験・資格経験・資格

不問!!不問!!

ケアアシスタントケアアシスタント募集募集
（介護補助業務）（介護補助業務）

千歳 パ ケアアシスタント（介護補助業務）

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

☎0123-24-3155
千歳市東雲町5丁目18ドーリツ防災設備 株式会社 

担当/鈴木、庄司 【受付/8:30〜17:30】

仕　事▶�消防用設備等の設置業務・修繕・保守点検
資　格▶�未経験者歓迎、要普通自動車免許、�

若年層のキャリア形成を図る観点から�
40歳以下に限る

給　与▶ 月給150,000円～
時　間▶�8:30～17:30　※実働8h
休　日▶�日・祝、隔週で週休2日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、

制服貸与

仕　事▶�パソコン（Excel)にて書類等作成、�
電話対応、事務全般

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給865円
時　間▶13:00～17:00　※実働4h
休　日▶�土日（第2、4土曜日は出勤の可能性有）、�

年末年始、お盆、会社設立日
待　遇▶�雇用保険、交通費規定支給、車通勤可、�

昇給有、試用期間3ヶ月

保守点検
正社員

パート

保守点検
事務員募集

正社員

パート 事務員

まずはお気軽にお電話ください。
面接時に写真付き履歴書をお持ちください。

千歳 正 保守点検パ 事務

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

千歳市上長都1-12 https://kuk-line.co.jp
旭新運輸開発株式会社

時　間▶�4:00～13:00（休憩1h）�
※行先によって多少の変動有��
※残業月30～40h程度

給　与▶ 月給245,000円以上 
（残業45h以内、深夜･休日なしの場合） 
※他、扶養手当・年次給・稼働評価手当有

資　格▶要中型免許、未経験歓迎、経験者優遇
休　日▶�1年変形労働時間制�※年間休日87日�

※社内カレンダーによる
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、各種

手当（扶養手当、家族手当、業務手当、評価手
当、安全手当等）、賞与（年2回）、有給休暇、各
種免許取得費用会社負担、互助会有、クラブ有

★日曜・祝日お休み　★賞与年2回有！
★道内のみ・ほぼ固定の配送！ 毎日自宅に帰れます。

速度超過ゼロなど安全に取り組む人の 
為に、社内評価制度があります！

新規大型取引開始に新規大型取引開始に
向けた大募集！向けた大募集！

一から現場を作れる社員を募集します。

手取りで手取りで
配送ドライバー配送ドライバーなな

らら

安定して高収入!!安定して高収入!!
4t2020〜〜2525万円万円

配送業務<4tドライバー>（正社員）

★今年4月にSBSグループ入り

家族で参加できる職場内の食事会で、親睦を深めましょう♬
★家族会毎年開催
★2019年1月新設のきれいな事務所です♪

座学･実技指導等サポート体制が充実！より安全に楽しく意見
や情報を共有する為に、月1回のミーティングと年2回の実車
を用いた安全大会を開催。

★社員の7割が未経験からのスタートです。

まずはお気軽にお電話ください。
面接時に写真付き履歴書をお持ちください。

【受付/8～17時】
��担当/岩田☎40-6007

10月より10月より
スタート‼︎スタート‼︎

男女ともに
活躍中

千歳 正 4tドライバー

求人広告が掲載できます
3,300円から税込WEBなら

1週間

Excel指定フォーマットを利用しての申込なら安価で掲載可能！

掲載料金（1週間）

3,300円（税込）

フォーマット使用フォーマット使用

掲載料金（1週間）

5,500円（税込）

フォーマット不使用フォーマット不使用
（お電話・FAX等での申込）（お電話・FAX等での申込）

https://chanto.biz/qnavi/

詳細は 求人ナビ編集部 ☎0123-27-2611まで

千歳 派 ①電子部品の製造・付帯作業②電子部品の製造（材料投入・取り出し、運搬）
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