
2021年10月29日（金）ちゃんと 14

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20 第12ふじやビル4F

清掃兼受付
スタッフ募集‼

急募

☎22-5280 採用係

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

給　与▶ 時給889円　 
※ 月収例/889円×7h×12日 
＝74,676円

時　間▶ 8:45～17:15　※実働7h
勤　務▶ 月12日（シフト制） 

※友引、元日はお休み
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、 

車通勤可（車通勤の方が通いやすい 
場所にあります。）

勤務先▶千歳市葬斎場/千歳市根志越1365

 主に施設の日常清掃、他、ペットの 
火葬受付やご遺族様への案内業務

千歳 パ 清掃、受付

期　間▶長期
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

共
通
項
目

◆早朝
給　与▶ 時給900円 

※ 4:00～の勤務で5時間以上働いた場合 
1日当たり900円の早朝手当が付きます

時　間▶ ①4:00～9:00　②4:00～13:00

◆日勤
給　与▶時給900円
時　間▶ ①9:00～14:00　②9:00～17:00

野菜 カットスタッフ
小さいお子さんがいるスタッフも活躍中！
土日出勤できる方、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
160-1（アレフ工場内）㈱エフケー受付/9～16時

担当/採用係☎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

【千歳市美々】荷物の仕分け
期　間▶ 即日～長期
資　格▶ 土日勤務できる方歓迎、 

自力通勤できる方
給　与▶ 時給1,000円  

※22時以降/時給1,250円
時　間▶ 20:00～24:00（実働4h程度）
勤　務▶週2日～ ★WワークOK
待　遇▶ 労災保険、週払い可、車通勤可、 

無料駐車場完備、服装自由

WワークOK!
1,000円
★服装自由! ★週2日～OK!!

時
給

有限会社 ロジスパワー

まずはお電話ください。
写真付履歴書を持って面接にお越しください。

☎26-3570
080-5729-7602（土日祝/千葉）

【受付/月～金 9時～18時】

千歳市東雲町
1丁目9-6

千歳 ア 荷物の仕分け

仕　事▶  カラーリング（白髪染めのみ）、 
シャンプー、簡単な接客

資　格▶ 美容師免許
給　与▶  平日/時給900～1,000円 

土曜/時給950円～
時　間▶ 9:00～17:00 ※最終受付は15:30
勤　務▶ 週2日～OK!  

※応相談   ※日曜、祝日は定休日
待　遇▶ 交通費規定支給

※応募の際に、｢求人ナビを見ました｣とお伝えいただくとスムーズです。

カラーリスト大募集!

ブランク
ある方も
歓迎!

扶養内
勤務可

日･祝は
お休み！ まずはお気軽にお電話ください。

15:30で受付終了なので、
家庭との両立もしやすい！

千歳

090-6696-1890
■オーガニックヘアカラー専門店

（斉藤）

千歳店nonno 千歳市信濃
4丁目11-4

- のんの -

パ カラーリスト

恵庭店も
同時募集

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。

★キレイで清潔な環境！ ★冷暖房完備！
◆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、18:00～翌3:00
給　与▶ 時給890円～+交通費規定支給 

※22:00～翌5:00/深夜手当有
休　日▶ 土日 ※他2ヶ月に1回工場指定の休日有
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

パン製造 
スタッフ募集!

株式会社エフビーエス
〒061-1411　恵庭市恵南1番地恵庭工場

☎34-6866
まずはお気軽にお電話ください。

受付/9～17時 
担当/大松

恵庭 パ 製造

《全職種共通項目》
勤　務▶シフト制 ※日数・時間はご希望をお伺いします。 
待　遇▶ 各種保険完備(時間数による）、制服貸与、 

交通費規定支給、試用期間3ヶ月/同条件

◆調理補助
給　与▶ 時給950円
時　間▶ ①4:00～13:00（実働8h ※応相談） 

②8:30～13:30（実働8h ※応相談）

◆食器洗浄
給　与▶ 時給950円
時　間▶ ①9:30～18:30（実働7h） 

②9:30～16:00（実働5h） 
③12:00～18:30（実働5h） 
※①～③選択OK 
④12:00～18:00（実働4.5h）/土日祝 
※月に数回土日勤務あります。

未経験者
OK！

《勤務先》南恵庭駐屯地内隊員食堂

札幌市中央区南2条
西11丁目327-12-403協働美装㈱札幌支店

まずはお電話ください。面接は、恵庭市内で行います。

☎011-215-8908

◆調理師（フルタイム）
給　与▶時給1,200円
資　格▶調理師資格必須
時　間▶ ①4:00～13:00（実働8h）  

②8:30～18:30（実働8h） ※①②選択可

◆調理補助
給　与▶ 時給950円
時　間▶ ①4:00～13:00（実働8h） 

②8:30～18:30（実働8h） 
③14:30～18:30（実働3.5h ※応相談）

未経験者
OK！

《勤務先》北恵庭駐屯地内隊員食堂

短時間勤務
OK！

シニアも
歓迎♪

恵庭 パ 調理師、調理補助、食器洗浄

札幌市豊平区月寒
西1条2丁目1番28号 

まずはお気軽にお電話ください。
面接は勤務先にて行います。

☎011-807-8029㈱ケーサポート 【受付/9:00～17:30　担当/斉藤・高橋】 

◆介護職員（正職員・パート)
 グループホーム ヤマブキの家（北広島市中央4丁目7-5） 
仕　事▶ 認知症高齢者グループホームでの 

介護業務全般、生活支援
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇

◆介護職員（正職員・パート)
小規模多機能型居宅介護 ヤマブキ（北広島市中央4丁目7-5） 
仕　事▶ 小規模多機能型居宅介護での 

介護業務全般、生活支援、送迎業務
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇、要普通免許
【共通項目】
給　与▶ 正職員/月給157,000～230,000円 

　　　 夜勤手当+資格手当+調整手当 
　　　 ＋処遇改善手当別途支給 
パート/時給1,000～1,050円(処遇改善手当含む）

時　間▶ ①8:00～16:30（実働7.5h） 
②9:00～17:30（実働7.5h） 
③10:30～19:00（実働7.5h） 
④17:30～翌9:30（実働15h） 
★正職員は①～④シフト制、パートは応相談

休　日▶ 正職員/月8日（シフト制、休み希望応相談）
勤　務▶ パート/週3～5日（応相談）
待　遇▶ 各社保完備（労働時間による）、交通費規定支給、車通

勤可、食事補助（1食200円)、賞与年2回、有給休暇、
夜勤手当1回5,000円(6回目より1回6,500円)

一緒に頑張りましょう!! 

介護職員募集 
★日勤のみ・夜勤のみの勤務も可能!!
★勤務開始日ご相談ください。

★資格取得支援制度有

北広島 正 パ 介護職員

※異業種から転職者で正職員登用された方に限る

●コロナ禍により離職された方を対象

を北海道から支給。

北海道異業種チャレンジ奨励事業

30万円異業種チャレンジ
奨励金（規定有）

恵庭在住スタッフも活躍中♪ 

★スタート前に、12月上旬予定の『お仕事説明会』に参加いただきます！ 早めの応募が安心です♬

  時給　

1,200円!!

12/31午後 現金払い制度有で
すぐに給料を受け取れます！

年末

超
仕　事▶ おせち製造に関わる作業 

（食材の盛込み、梱包・発送準備等）
資　格▶ 高校生、主婦（夫）歓迎、 

友達同士や親子での応募もOK
給　与▶ 時給1,200円
期　間▶ 12/26～30 

※上の①～④から期間をお選びください。
時　間▶ ［12/26～27］ 8:00～17:00 

［12/28～30］ 5:30～14:30 
※ 終了時間は状況により変動します。

毎年、高校生が大活躍～!!
《カンタン作業》 おせちづくり
作業の例⇒◎栗をのせる ◎いくらをのせる  ◎製品を箱につめる

短期
アルバイト 勤務期間はこちら↓からお選びください!!

5日間
❶12/26～30 

4日間
❷12/27～30

3日間
❸12/28～30

2日間
 ❹12/29～30

リピーターも
未経験者も

大・歓・迎

友達同士・
親子も
OK♪

担当/大西☎0123-34-6061
まずはお電話！ 随時面接いたします。

恵庭市戸磯616番地2
とんでん株式会社 恵庭工場

【恵庭・千歳・北広島】期間中、
毎日送迎バス運行します！

★通勤らくらく！

恵庭 ア 食品製造スタッフ＼仕事探すなら／

デザイナー募集

下記住所へ写真付履歴書をお送りください。

★未経験者も応募可！
★ もちろん、 
即戦力も大歓迎！

仕　事▶「Q人ナビ」「ちゃんと」の紙面・広告制作
給　与▶ 月200,000円以上 ※経験により優遇
資　格▶ Illustrator・Photoshopを使える方 

（InDesign使用できれば尚可） 
★Webの知識がある方尚可

時　間▶ 9:00～18:00（休憩100分） 
※月曜日は若干の残業があります。

休　日▶日曜日、他4週6休（シフト制）
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、昇給・賞与

有（業績による）、諸手当有、車通勤可、 
試用期間1ヶ月位有

☎0123-27-0911 《採用担当》葉多埜・髙橋
〒066-0073 千歳市北斗4丁目13-20

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

千歳 正 デザイナー

仕　事▶ 注文受け・配膳・会計等の 
ホール業務、簡単な調理補助

資　格▶ 未経験者歓迎、 
主婦（夫）、フリーター歓迎、 
年齢不問

給　与▶時給920円～
時　間▶10:30～15:00（実働3～4h程度）
勤　務▶ シフト制（平日のみ）  

※木曜日/定休日
待　遇▶ エプロン貸与、交通費規定支給、まかない有

恵庭市本町16-1

まずはお気軽にお電話ください。

070-5285-4977
ラーメンノボリザカ

担当/宮下

子育て中の
ママさんも 
活躍中♪

店内スタッフ募集!

営業中は電話に出られないこともあります。
メッセージを残していただけましたら
折り返しこちらからお電話いたします。

働きやすい
時間だね！

恵庭 ア パ 店内業務

★食器洗浄パート勤務者も同時募集

働く従事者さんと一緒に
運営していく現場です♪

札幌市中央区南1条東2丁目11-4 ミナミ1条タカハタビル8階
キョウワプロテック㈱札幌事業所

仕　事▶ 食洗器を使用しての食器洗浄、現場管理やシフト
作成、打ち合わせ等、月に1～2回札幌事業所への
出勤有 ※ガソリン代支給

資　格▶未経験者歓迎、経験者別途待遇考慮
時　間▶ 9:30～18:45（実働7h）
給　与▶ 月190,000円～（昇給制度有）
勤務先▶ 陸上自衛隊東千歳駐屯地内食堂
休　日▶ 週2日程度 ★GW、お盆、年末年始にまとまった

お休みを取ることも可能！
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、無料P有、

制服貸与

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は千歳・恵庭市内で行います。土日祝も随時受付中!!

☎011-207-0911 担当/中村

長期安定 車通勤OK 未経験者歓迎

異業種からの転職者も積極採用!!
千歳 正 食器洗浄




