
2022年1月21日（金）ちゃんと 8

清掃員募集清掃員募集

㈱清
せ い  ふ う  ど う

風堂 札幌市東区北16条東1丁目
2-15 グランメールアサヒ1F

採用係☎011-748-6868
まずはお気軽にお電話ください。

見学OK!見学OK! シニア・�シニア・�
WワークOKWワークOK

勤務日数勤務日数
応相談応相談

◆パチンコ店清掃/�恵み野西1丁目3-1�
（JR恵み野駅から徒歩1分）

時　間▶ 【月〜金】11:30〜16:30 
【土日祝】12:30〜17:30

給　与▶ 時給890円
勤　務▶週2〜3日程度 ※シフト制
待　遇▶交通費規定支給、制服貸与

恵庭 パ 清掃

まずはお電話ください。面接は勤務先で行います。まずはお電話ください。面接は勤務先で行います。

仕　事▶ 新千歳空港ターミナルビル内の 
オフィス、廊下、トイレなどの清掃

給　与▶ 時給920円
時　間▶ 次の①〜③からお選びください！ 

①7:00〜16:00（実働7.5h/週5日勤務） 
②7:00〜11:00（実働4h/週5日勤務） 
③13:00〜16:00（実働3h/週5日勤務）

待　遇▶ 各社保完備、交通費実費支給、制服貸与、 
車通勤応相談

勤務先▶新千歳空港ターミナルビル（千歳市美々）

時給
920円

札幌市中央区北5条西2丁目5
JRタワーオフィスプラザさっぽろ16F三幸㈱北海道支店

☎011-261-8753

新千歳空港新千歳空港清掃清掃
幅広い世代、未経験者が活躍中★

千歳 ア パ 清掃

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

応
募 ☎0123-24-3771平日

給　与▶ 時給898円
時　間▶ 7:00〜9:30（実働2.5h）
勤　務▶月・水・金

❶千歳商工会議所/千歳市東雲

給　与▶ 時給898円
時　間▶ 6:00〜8:30または9:00（実働2.5h〜3h）
休　日▶土・日・祝

❷エニケンビル/恵庭市泉町

《共通項目》
待　遇▶ 制服貸与、雇用保険は週20h以上で加入、 

交通費規定支給

清掃員清掃員
 募集!! 募集!!

千歳・恵庭 パ 清掃

セブン-イレブンジャパン向けパンの
生地を製造している会社です。

★キレイで清潔な環境！ ★土日お休み！
◆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

パン製造パン製造  
スタッフ募集!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/石橋

恵庭 パ 製造

おおやファーム株式会社
〒066-0011 千歳市駒里2297

まずはお電話のうえ、写真付履歴書を郵送ください。

☎0123-40-6175 担当/総務 村上 

【正社員】2名
仕　事▶ 豚が快適に過ごせる環境を整え、順調に発育する

ように管理するお仕事です。適性に合わせて①繁
殖部門②肥育部門のいずれかに配属となります。 

資　格▶要普通免許
給　与▶�月給180,000～235,000円+諸手当
時　間▶ ①7:30〜17:00　②7:00〜16:30
休　日▶ 週休2日（シフト制）　
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、車通勤可（無料駐車場有）、

交通費実費支給（月24,500円まで）、昼食代補助
制度有、賞与年1回、試用期間6ヶ月、再雇用制度
有（65歳まで）、福利厚生倶楽部（リロクラブ）

【アルバイト】2～3名
仕　事▶豚舎内の洗浄業務
資　格▶要普通免許
給　与▶時給1,200円
時　間▶7:00〜17:00の間で4時間以上（応相談）
勤　務▶平日勤務か、土日のみ勤務か選べます。
勤務先▶ 千歳市駒里2297番地（第1農場）、 

駒里2295番地（第2農場）

賞与
あり

週休
2日

農場管理スタッフ

★好評の霜降りブランド豚「う米豚（うまいとん）」を生産しています。
★農場入退場時にシャワー必須とする等、衛生管理を徹底しています。

募集

千歳 正 ア 農場管理
最先端の豚舎設備と管理技術を最先端の豚舎設備と管理技術を
導入し、クリーンで女性も導入し、クリーンで女性も

働きやすい職場を目指しています。働きやすい職場を目指しています。

〒060-0042 札幌市中央区大通西9丁目3-33
キタコーセンタービルディング4F

まずはお電話のうえ、写真付履歴書を郵送ください。

☎011-271-5237

http://www.kds-net.co.jp/㈱KDS札幌支社労働者派遣事業（派13-040180）

短期スタッフ募集‼︎短期スタッフ募集‼︎
土日休み土日休みののデスクワーク♪デスクワーク♪
◆事務スタッフ/恵庭市内
期　間▶ 即日〜2月末　※3月末頃まで延長の可能性有
仕　事▶電話受付、書類審査業務等 
資　格▶ 主婦（夫）、フリーター、未経験者歓迎、入力等の基

本的なPC操作ができる方
給　与▶時給1,100～1,300円
時　間▶  8:45〜17:15（休憩45分）
勤　務▶月〜金　　　休　日▶ 土日祝
待　遇▶ 交通費規定支給、条件により雇用保険加入

恵庭 契 ア 事務スタッフ

㈱日本デイケアセンター札幌支店

無資格･未経験者歓迎‼︎無資格･未経験者歓迎‼︎

お電話またはメールにてご応募ください。《担当/藤田》

☎011-206-8582

勤務先▶千歳市内病院
仕　事▶ 患者さまの身の回りのお世話等、看護補助業務全般
給　与▶ 時給1,250円�※22時以降深夜割増有
時　間▶ 日勤/7:00〜20:30（実働8h、休憩45分） 

当直/16:30〜翌8:30（月5〜7回） 
※勤務日数、時間は応相談

休　日▶ 4週8休+祝日相当数
待　遇▶ 社保完備、扶養内勤務可、車通勤可、 

交通費規定支給（上限3万円)、無料駐車場有

sapporo@nihon-daycare-center.co.jp

札幌市中央区大通西8丁目2-39　北大通ビル7F

■労働者派遣業 派13-010809

当直勤務のみ当直勤務のみ
も歓迎‼︎も歓迎‼︎

千歳 派 看護助手

工場内作業スタッフ

千歳市上長都1061-2 ㈱IHIアグリテック内
三好梱包商事㈲ 千歳事業所

お電話の上、面接時に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-4368

◆農業機械の梱包・組立作業等

勤務先▶ ㈱IHIアグリテック構内 
（千歳市第３工業団地）

資　格▶ 39歳以下（省令3号のイにより制限）
給　与▶ 月給200,000～220,000円
時　間▶ 8:00〜17:00（実働8h）
休　日▶ 土・日曜・祝日 

（年間所定休日121日）
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、 

有給休暇有、作業服・安全靴貸与

★親切指導で未経験者でも安心！

正社員 月給20～
　　22万円

千歳 正 工場内作業スタッフ

アルバイトも同時募集！　時給1,000 円〜

［パート］介護職員
資　格▶ 無資格OK（介護職員初任者研修修了、介護福祉士

資格あれば優遇）
給　与▶ 介護福祉士/時給1,200円～�

初任者研修修了/時給930円～�
無資格・未経験者/時給890円～

時　間▶ ［日勤］①7:00〜16:00 ②9:00〜18:00 
　　　③10:30〜19:30 

［夜勤］④18:00〜翌9:00  
★すべてのシフトに入れなくてもOK！ 
　日勤のみ・夜勤専従等、幅広くご対応致します。

休　日▶ シフト制
待　遇▶ 社保完備（勤務による）、昇給有、交通費規定支給、

有給休暇（100%消化可能）、車通勤可（無料駐車
場有）、処遇改善加算手当（年2回支給）、 
正社員登用制度有

グループホーム�ぬくもりの里 ㈱サンボウ
千歳市住吉４丁目８番１４号

夜勤帯≪夕〜翌朝のケア≫
夕食の片付け、就寝準備手伝い、
夜間の見守り・ケア、
朝食準備等

お買い物・医療施設受診同行、
身体ケア、
食事・入浴介助、
食事の調理、
お話し相手等

日勤帯≪生活サポート≫

未 経 験
！歓 迎

あなたも≪ぬくもり≫のあるケアを目指して、いっしょに働き
ませんか？  介護に興味のある方、ぜひご応募ください！

お電話の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。
受付/9時〜18時
（人事担当直通）090-3399-5886

千歳 パ 介護職員

仕　事▶ 製造装置の操作や検査等の軽作業
時　間▶   ①8:30〜17:00 ②20:30〜翌5:00 ※状況による
勤　務▶ 5勤2休もしくは4勤2休 ※シフト制
給　与▶  時給1,100円～
期　間▶ 3ヶ月更新（長期）
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通勤可（駐車場完備）、 

社員登用有

恵庭市戸磯【派遣】プリント配線基盤製造・検査
★入社祝金3万円支給（規定有）

函館市新川町1-24　R4TM新川町 5F
株式会社スピード北海道
一般労働者派遣事業（派01-300425） 有料職業紹介事業（01-ユ-300238）

0120-095-0120-095-350350
まずはお気軽にお電話ください。 登録だけでもOK!

当社HPお問合せフォームからも応募できます。

https://speed-hokkaido.jp/
仕　事▶ 物流設備の点検・修繕工作
資　格▶経験不問
時　間▶ 9:00〜18:00（週40h相当）  

※シフト制（勤務時間変動有）
休　日▶ 週休2日 ※シフト制
給　与▶ 月給19～40万円（経験等による）
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可（駐車場完備）

江別市【契約】物流設備の点検・修繕工作

正社員正社員
登用登用
制度有制度有

時給1,100円〜
月給19〜40万円

【派遣】プリント配線基盤製造･検査

急募!急募!
【契約】物流設備の点検･修繕工作

経験不問!経験不問!

恵庭・その他 契 点検・修繕工作派 製造・検査

千歳 派 ①セラミック電子部品の製造②飲料用缶の検品・フォークリフト運搬作業

❶受入検査員/1名　完成検査員/1名
仕　事▶ 検査結果の取りまとめ業務 

※未経験者歓迎
給　与▶�時給1,700円

❷農機の図面トレーサー/1名
仕　事▶ 開発部図面担当
給　与▶ 時給1,650円

❸生産管理部/1名
仕　事▶ 現品員数確認・照合検査員 

※フォークリフト・クレーン資格あれば尚可
給　与▶ 時給1,450円

《共通項目》
時　間▶ 8:00〜17:00（実働8h）
休　日▶ 土日祝、GW、お盆休暇（9日間）
期　間▶即日〜　※3ヶ月更新（長期継続予定）
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇制度、制服貸与、 

交通費規定支給、車通勤可(駐車場完備)
勤務先▶ ㈱IHIアグリテック構内 

(千歳市上長都1061-2)

千歳市上長都1061-2 ㈱IHIアグリテック構内

お電話の上、面接時に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-4368
三好梱包商事㈲ 千歳事業所

一般労働者派遣事業(派01-301226)

高時給!!高時給!!
3職種募集!!

時
給1,700円1,700円❶

時
給1,450円1,450円❸

❷ 時
給1,650円1,650円

千歳 派 検査員、図面トレーサー、生産管理

【共通項目】
勤　務▶ シフト制　※要相談 

★土・日曜、祝日のみの勤務もOK!
待　遇▶  健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金保険

加入、交通費規定支給、職種により制服貸与、 
従食割引有、研修期間有

性別・年齢性別・年齢

不問不問 ��
趣味も仕事もゴルフで充実!!趣味も仕事もゴルフで充実!!

★仕事終わりにプレーできます!★仕事終わりにプレーできます!

学生さんも歓迎!!学生さんも歓迎!!

★土日祝のみのアルバイトもOK!!★土日祝のみのアルバイトもOK!!

アロハリゾート
旧アロハカントリークラブ

60代60代のの方方もも活躍中！活躍中！
ゴルフ場ゴルフ場スタッフスタッフ

【応募】写真付き履歴書をご郵送ください。
〒059-1513�勇払郡安平町早来緑丘168-1
�アロハリゾート採用係宛

［お問合せ］ ☎0145-23-2236

急�急�
募募 調理・調理補助調理・調理補助
ホール係ホール係

レストランレストラン
資　格▶ ①調理師免許、経験者優遇 

②③未経験者歓迎、経験者優遇
時　間▶6:00〜18:00（実働8ｈ以内）
給　与▶①23万円～　②900円～　③890円～

【契約社員】�①調理師（サブチーフ）�
【アルバイト】�②調理補助　③ホールスタッフ

急募急募

給　与▶ 日給7,500円～�
アルバイト5,000円～

時　間▶ 6:00〜18:00の（実働7.5ｈ） 
アルバイト6:00〜18:00（実働5ｈ〜）

【契約社員/アルバイト】�コース管理

給　与▶1ラウンド7,600円～9,200円
【アルバイト】キャディー

給　与▶ 日給7,500円～�
アルバイト890円～

時　間▶6:00〜18:00の（実働6〜8ｈ）

【契約社員/アルバイト】�フロント・スタート

経験者優遇・扶養範囲内でもOK!!

安平 契 調理ア ホールスタッフ、キャディー契 ア フロント・スタート、コース管理

仕　事▶ 生活情報紙「ちゃんと」の 
折込・配布

資　格▶ 年齢不問（健康な方）  
★短期もOK

給　与▶ 1部配布7.5円～�
（ページ数により変動あり）�
＋チラシ折込手当＋増ページ手当+皆勤賞

勤　務▶ 毎週木・金曜（週1〜2日）
時　間▶ 木曜/5:00〜19:00　金曜/5:00〜18:00 

の間で実働1〜3h位（配布場所による）

★年齢不問 ★短期もOK！

皆勤皆勤賞賞
1ヶ月休まず1ヶ月休まず
がんばろう！がんばろう！

あありり

詳しくは
お電話ください！

千歳市北斗4丁目
13番20号

☎27-0911
■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

配布員配布員募集募集
千歳・恵庭 委 ポスティングスタッフ
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