
2021年11月19日（金）ちゃんと 10

勤務先▶ 千歳市
期　間▶12/1～12/31
仕　事▶ ゆうパックの配達
資　格▶ 要普免(AT限定可)、年齢不問
給　与▶ 月25～35万円
時　間▶  8:00～20:00
休　日▶ 月4日
待　遇▶ 車通勤可、制服貸与、研修有

千歳市高台5丁目1-5㈲M.D.N.TRANS

まずはお電話のうえ、写真付
履歴書をお持ちください。

★毎年恒例のお仕事です。 ★車両貸出･持込OK！

千歳市高台5丁目1-5

☎23-0501
㈲M.D.N.TRANS

月
収25～35万円!!

千歳 他 宅配ドライバー

給　与▶  時給900円～ ※高校生/時給889円～ 
※試用期間1～3ヶ月有/時給889円

時　間▶ 10:30～20:30の間でシフト制 
例）11:00～14:00、17:00～20:00等

勤　務▶週1日～OK
待　遇▶ 交通費規定支給、昇給有、制服貸与、正社員登用制度有

☎46-2221応募

かまど円山 新千歳空港店
千歳市美々新千歳空港ターミナルビル3F

担当/さいとう

★ ランチのみ、ディナーのみ等、 
シフトは応相談！

★ 扶養内勤務もOK‼

ホール･キッチン
スタッフ募集

千歳 ア ホール、キッチン

千歳工場/〒066-8610
千歳市泉沢1007-31

担当/
管理課 増子

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。

☎0123-28-3311

仕　事▶ 医薬品の外観目視・包装作業及びその他、 
製造補助業務/1名

入社日▶2022年1月1日
時　間▶ 9:00～17:00
給　与▶ 時給1,000円
勤　務▶ 週5日
休　日▶  週休2日、夏期、年末年始休暇有、 

他会社カレンダーによる
待　遇▶ 雇用、労災、健康・厚生年金保険、 

制服貸与、交通費支給、年次有給休暇

欠員につきパート職員急募!
女性
活躍中

千歳 パ 医薬品の外観目視、製造補助

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950円～  

②時給889円～（試用期間3ヶ月有/同条件）
時　間▶ ①8:30～15:15（実働6h、休憩45分、多少残業有） 

②10:00～14:00（実働3.5h、休憩30分、多少残業有）
勤　務▶ ①週休2日制　②週4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共用部清掃

車通勤OK

千歳 パ 清掃責任者、共用部清掃

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

あなたの「好き！」を
活かしませんか？

営業募集

仕　事▶ 生活情報紙｢ちゃんと｣の広告・企画営業
資　格▶ 要普免、千歳・恵庭市内在住の方、エクセル操作できる方
給　与▶ 月220,000～420,000円
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、隔週土曜日 ※月6～8日 
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1～3ヶ月位有

千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

写真付履歴書（手書き）をご郵送ください｡
書類選考の上、後日ご連絡致します。

未経験
OK！

☎0123-27-0911

〒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

生活情報紙 「ちゃんと」 の営業スタッフを募集します。

千歳・恵庭 正 営業

恵庭市戸磯201-20

◆パート《短期》 ★1月3日まで（時間のズレ有）
時　間▶ 9:00～18:00
給　与▶ 時給1,050円
勤　務▶シフト勤務可能

㈱デザートランド
北海道工場

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡「Ｑ人ナビを
見た」とお伝えください！お気軽にお電話を！随時受付♪

応 募 ☎0123-34-0800

有名コンビニスイーツ製造しています！

長期･短期パート アルバイト

スタッフ募集!
共
通
項
目

資　格▶ 未経験歓迎
待　遇▶ 各社保険完備（勤務時間による）、昇給年1回、 

有給休暇制度、産後休暇、育児休暇、制服貸与、
車通勤可、交通費規定支給

【仕事】 洋生菓子の製造全般 
（商品の仕分け・出荷作業、製造準備等も有）

【仕事】 ①洗浄・荷受け ②製造
◆パート《長期》
時　間▶ ①9:00～18:00（8:00～17:00） 

②9:00～18:00
給　与▶ 時給970円
勤　務▶シフト勤務可能

◆アルバイト《長期》
時　間▶ ①17:00～22:00 ②7:00～12:00
給　与▶ 時給1,050円
勤　務▶ 月12～15日 ※年中無休のため、シフト制

恵庭 パ 洗浄、荷受け、製造ア パ 製造

千歳 契 ア 小・中学校のICT活用サポート

★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▶ 通夜・告別式のサポート、式前後の準備、 
後片付け、その他社員のサポート

資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）歓迎、シニア歓迎、 
年齢不問、要普通免許（AT限定可）

給　与▶時給1,500円
時　間▶  8:00～12:00または16:00～21:00 

の間で実働3h～ 
※状況に合わせてシフト制

勤　務▶週3～4日程度
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、社保完備、 

制服貸与、有給休暇有、残業手当有
勤務先▶ 香華殿 恵庭斎場、ウィズハウス 恵庭 

※ シフトにより、日によって勤務先が 
変わります。

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

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

葬儀と聞くと「難しそう」というイメージが 

あるかと思いますが、全て一から丁寧にご説明 

いたしますのでご安心ください。

ご
遺
族
か
ら
の「
あ
り
が
と
う
」の
言
葉
に 

や
り
が
い
を
感
じ
ま
す

時給1,500円、週4日・1日3時間の場合
月72,000円の収入可能

収入例

恵庭 ア パ 葬儀アシスタント

あなたに近い派遣会社

まずはお電話ください！
0120-116-377

苫小牧市旭町3丁目7-6グランドール旭町1F

労働者派遣事業 （派）01-301336
有料職業紹介事業 01-ユ-300541

㈱ホットスタッフ苫小牧

待　遇▶ 各社保完備、制服貸
与、退職金有、交通費
実費支給（上限有）、
週払いOK（規定有）

《共通項目》 

ほっとけんさく

★  電話だけの簡単登録もOK！

★3日払い・週払いOK（規定有）
★即シフト入り、即勤務OK

★現地での面接もOK!!

オススメ
9案件
ほかにもお仕事あり! 
Webで
見つけよう♬
登録のみも
大歓迎！

給　与▶時給1,150円～
時　間▶ ①8:30～17:30  

②10:30～19:30、11:30～20:30  
③7:00～16:00、8:30～17:30

休　日▶ 土、日、年末年始 
※企業カレンダーによる

千
歳

スイーツ工場での 
製造補助

★選べるお仕事 
★選べる時間帯

1,150円～
時給

給　与▶時給1,150円～
時　間▶ 9:30～18:30 
休　日▶ 土、日、年末年始 

※企業カレンダーによる

千
歳

スイーツ工場での洗い場スタッフ
★簡単もくもく作業1,150円～

時給

給　与▶時給1,100円～
時　間▶ 4:30～10:00
勤　務▶週4日～

千
歳

ホテルでの調理補助
★未経験歓迎1,100円～

時給

給　与▶ ①時給1,200円～ 
②時給1,100円～

時　間▶ ①7:00～16:00、8:00～17:00 
②8:30～17:30

休　日▶ ①週休2日 ※シフト制 
②シフト制 ※週4日～の勤務OK

安
平

スイーツの 
①製造②梱包
★高時給
★長期安定

1,200円～
①時給

1,100円～
②時給

給　与▶時給1,050円～
時　間▶ 18:00～翌3:00
休　日▶水、日

恵
庭

食品製造補助
★夜勤勤務1,050円～

時給

給　与▶時給1,000円～
時　間▶ ①9:00～17:00、17:00～22:00 

②12:00～21:00
休　日▶土、日、祝日、GW・お盆・年末年始

恵
庭

①コロッケ製造 
②カンタン軽作業
★もくもくコツコツ1,000円～

時給

給　与▶時給1,000円～
時　間▶ 8:30～17:20
休　日▶シフト制

千
歳

卵のパック詰め
★送迎相談OK1,000円～

時給

給　与▶時給1,020円～
時　間▶ 7:00～11:00、8:00～12:00
休　日▶火、日、祝日

恵
庭 ★短時間

選べる時間帯1,020円～
時給 倉庫内補助作業

給　与▶時給1,000円～
時　間▶ ①9:00～13:30、9:00～18:00 

②13:30～18:00、18:00～22:00
休　日▶水、日

恵
庭

①おでんの具材の検品・箱詰め
②なるとの検品・箱詰め

★12月までの短期1,000円～
時給

千歳・恵庭・他 派 製造補助、洗浄、調理補助、製造・梱包、パック詰め、検品


