
2022年4月15日（金） ちゃんと11

食事補助有!!

小樽市稲穂1-3-6
サンモール1番街株式会社ニュー三幸Since1954

期　間▶4/16オープン～11月中旬
資　格▶ 公共交通機関がない為、車通勤できる方
給　与▶ ①時給950円～  

②④時給900円～  
③時給1,200円～ 
※③は試用期間2ヶ月有/時給1,000円

時　間▶ (a)6:00～12:00 (b)9:00～16:00 
※その他6:00～18:00の間で6h勤務

勤　務▶ 週3～5日 ※応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、 

食事補助有（1食220円）
勤務先▶  恵庭カントリークラブ クラブハウス内 

レストラン（恵庭市盤尻53番地2）

【受付/9～17時】
 ※12～14時は除く

まずは、お気軽にお電話ください。
☎0123-32-3311

①レストラン接客 ②調理補助・洗い場
③調理スタッフ（調理師免許保有者）④コース売店スタッフ

恵庭カントリークラブの

ゴルフ場レストラン

恵庭 ア パ 接客、調理

Web応募
はコチラ

★ 5店舗とも 
　他部門も
　募集中です！

2名募集

1名募集

1名募集

1名募集

1名募集

千歳市勇舞8丁目1-1長都店

千歳市日の出1丁目1-66千歳店

☎26-6660応募
給　与▶ ［一般］時給929円　［学生］時給890円
時　間▶ 17:00～21:00
勤　務▶ 週4日

給　与▶ ［一般］時給912円　［学生］時給890円
時　間▶ 17:00～21:00　※4時間程度　応相談

☎23-7667応募

千歳・恵庭 ア パ レジ

給　与▶ ［一般］時給900円　［学生］時給890円
時　間▶ 13:00～21:00、17:00～21:00 

13:00～18:00の間で4時間

☎39-7777
島松店 恵庭市島松旭町1丁目1-1

恵庭店 恵庭市本町210

☎33-1122応募

給　与▶ ［一般］時給900円　［学生］時給890円
時　間▶ 17:00～21:00
勤　務▶ 週3～4日

給　与▶ ［一般］時給908円　［学生］時給890円
時　間▶ 10:00～14:00、17:00～21:15　
勤　務▶週3日

応募

恵み野店 恵庭市恵み野西3丁目1

☎36-2980

応募

今回は

の募集です
レジスタッフ

[応募］希望の店舗に電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。担当/店長 ㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32
●制服貸与 ●交通費規定支給 ●車通勤可

お仕事登録相談会

★予約・履歴書不要（登録希望の方は当日ご記載いただきます）

★私服OK ★資格・経験不問 ★相談のみOK

時間 9:00～12:00
（最終受付11:30）

場所 恵庭市民会館 1F市民相談室
（恵庭市新町10番地）

19日火･20日水日程 4月

人材派遣業 派01-300151 職業紹介 01-ユ-300083有限会社 イーワークス 恵庭市京町80番地　恵庭商工会議所ビル1F

平日は登録・相談受付してます。 
お気軽にお問い合わせください。

☎0123-33-5555
 info@eworks-jobnet.com

LINE登録
はこちら

来社に不安がある方は、 
履歴書の郵送と電話面接で対応します♪

◆食品のピッキング作業員

◆食品染料の製造作業員

★週３日出勤から相談可能
★土日祝出勤可能な方歓迎

★残業ほぼ無し
★詳細はお問い合わせください

仕　事▶物流倉庫でのピッキング作業
給　与▶時給1,000円
時　間▶ ①9:00～18:00 

②9:00～14:00 
③10:45～16:00

休　日▶ シフト制
待　遇▶各種保険完備、交通費規定支給
勤務先▶恵庭市戸磯

仕　事▶原料を調合・混ぜ合わせ、染料を製造する作業
給　与▶時給1,100円
時　間▶ 9:00～17:30
休　日▶ 土・日・祝　※大型連休あり
待　遇▶ 各種保険完備、作業服貸与、交通費規定支給
勤務先▶千歳市上長都

千歳・恵庭 派 ピッキング作業員、製造作業員

◆ 学生さんも歓迎!!

◆ 扶養内勤務OK!！
◆ 面接・勤務即OK!!

仕　事▶ 客室清掃、 
リネン交換、ベッドメイク、 
アメニティの確認・交換・補充等

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
勤務先▶ JR INN千歳 

（千歳市末広6丁目） 
ベストウェスタンプラス 
ホテルフィーノ千歳 
（千歳市千代田町3丁目13）

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

家事スキルは不要です♪必要なのは集中力！
接客は苦手だけど、決められたことを時間内に 
コツコツ・テキパキ行うのが得意な人に 
ピッタリのお仕事です♪

客室清掃
増員募集！

時給

1,000円

❶JRINN千歳JR千歳駅のすぐとなり！
千歳市末広6丁目

❷ベストウェスタンプラスホテルフィーノ千歳
千歳市千代田町3丁目13
JR千歳駅から徒歩5分！

勤務先

千歳 ア パ 客室清掃

仕　事▶居酒屋ホール業務、調理補助、宅配業務
資　格▶未経験者歓迎、経験者優遇、要普免
給　与▶ 時給900円～　 

※正社員登用時/月給18万円

時　間▶ 14:00～23:00（実働8h）　※応相談
休　日▶週1～2日
待　遇▶ 雇用保険、正社員登用有、車通勤可、 

昇給あり、制服貸与、まかない有
勤務先▶焼鳥ダイニングBONZO（恵庭市漁町）他

電話連絡の上、履歴書（写真不要）をお持ちください。

(株)ハイハット 

業務拡大に向け

スタッフ増員募集!

担当/脇田
受付/11～17時090-8900-0296

【事業所】恵庭市漁町179番地

★パート・アルバイト
（正社員を目指す方）正社員

登用あり

恵庭 ア パ ホールスタッフ、調理、宅配

☎0123-46-5829
お電話またはメールにてご連絡ください。 担当/高橋、松田【電話受付/10～19時】

chitose@matsuo1956.jp
新千歳空港店 
フードコート店

千歳市美々 
新千歳空港3F

アルバイト・パート

ホール・キッチン

◎ お子さんの急病や、 
春・夏休みも対応可能♪

◎月2回、希望でシフト作成します。

仕　事▶ ホール中心の接客、 
レジや厨房のお手伝い等

給　与▶ 一般/時給958円～ 
高校生/時給928円～

時　間▶ 10:00～21:00の間で3～8h 
（応相談）

勤　務▶ 週2～6日（応相談）　※シフト制
待　遇▶ 各社保完備、昇給制度有、 

交通費規定支給（上限5万円）、 
制服貸与、食事補助有、 
従業員割引有、有給休暇有、 
昇給制度有

時間帯
相談可

フリーター・
パート・学生さん

短時間/長時間 両方可能‼

未経験者歓迎！ブランクOK !

レストラン・フードコート 
2 店舗同時募集！

扶養範囲内
平日・フルタイム
全部OK!!

千歳 ア パ ホール・キッチン

松尾ジンギスカン

初めは、
皆んな初心者です！ 
一緒に楽しく、
働きましょう！

◆【アルバイト】洋生菓子の製造全般
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

恵庭市戸磯 
201-20

㈱ 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

◆【パート】洋生菓子の製造、洗浄・荷受け、衛生
時　間▶ 【フルタイム】①9:00～18:00（8:00～17:00）

　　　　　　②9:00～18:00 ③12:00～21:00 
 【短時間】 ①9:00～14:00 ②12:00～17:00 

給　与▶ 時給970円
勤　務▶シフト勤務可能

有名コンビニスイーツ

年間休日が増えました！
★ 男 女 と も に 活 躍 中♪

 フルタイムでも急な対応や時間の調整を致します♪

★ 未 経 験 者 歓 迎！

友達同士の応募も大歓迎！
資　格▶ 未経者験歓迎
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、正社員のみ賞与年2回、
退職金制度（勤続5年以上が対象）

共
通
項
目

◆【正社員】洋生菓子の製造全般 
時　間▶基本9:00～18:00　※早出、遅出有
給　与▶ 高校新卒/月給171,730円 

25歳以上、大学新卒/月給201,170円 
※残業手当、深夜割増手当（経験・能力等を考慮） 
※委細面談

休　日▶ 年間120日、月8～10日　※月の勤務日数による

【正・ア】
商品の仕分け・ 

出荷作業製造準備等も有

未経験者も大歓迎
恵庭 正 ア 製造パ 製造、洗浄・荷受け、衛生

千歳市千代田町2-2-10

まずはお気軽にお電話ください。担当/金子

☎0123-24-2111
ホテルウィングインターナショナル千歳

仕　事▶ ホテル内レストランでのお客様のご案内や 
飲食の注文受け・配膳等

給　与▶ 時給1,000円～
時　間▶ 17:00～21:00または22:00 ※応相談

◆レストランホールスタッフ　★正社員登用制度有

資　格▶ 未経験者歓迎
勤　務▶ 週2日～OK ※平日のみ・土日のみの勤務可
待　遇▶ 各社保完備（勤務による)、交通費規定支給、

車通勤可（無料駐車場完備）、昇給有、制服
貸与、ホールスタッフのみ賄い有

共
通
項
目

ホール・清掃スタッフ 
募集♪

主婦（夫）歓迎！WワークOK!

未経験者
歓迎♪

仕　事▶ 客室清掃・ベッドメイクなど 
給　与▶時給890円～
時　間▶9:30～15:00（実働5.5h）

◆客室清掃スタッフ　★女性活躍中！

千歳 パ ホールスタッフ、清掃スタッフ

子ども達が元気に楽しく遊べるお手伝いをするお仕事です。

株式会社アメック
恵庭営業所

〒061-1374 恵庭市恵み野北3丁目1-1
恵庭リサーチ・ビジネスパーク E-204

■トータルビルメンテナンス運営管理まずはお気軽にお電話ください。
☎011-205-1471 採用担当者

子ども好きな方、大歓迎です！

フルタイムパート
勤務先▶ えにわファミリーガーデン「りりあ」 

（恵庭市南島松828番地）
仕　事▶ 子どもたちへの声かけ、見守り等、入退場受付、

利用方法の説明、遊具の清掃・消毒
給　与▶時給900円

施設運営スタッフ募集！
えにわファミリーガーデン「りりあ」

男女ともに
活躍できます♪

時　間▶  9:00～17:00（実働7h）
勤　務▶ 土日祝を含む週３～5日（シフト制）
休　日▶ 週休2日（シフト制）
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

車通勤可（当社規定による）、 
制服貸与

恵庭 パ 施設運営スタッフ

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

ローソン自衛隊東千歳駐屯地店 千歳市祝梅1016

☎22-2241 ※委細は面談にて

新型コロナウイルスの感染予防対策をしています。

仕　事▶店内業務全般
資　格▶車通勤可能な方、ダブルワーク・シニア・学生可
時　間▶ ①5:00～10:00 ②5:00～14:00、 

③8:00～14:00(土日のみも可)、 
④14:00～23:00 ⑤17:00～23:00

給　与▶  時給960円 
※5:00～8:00までは時給1,000円 
※19:00～22:00までは時給1,000円 
※22:00～23:00までは時給1,200円

勤　務▶ 週2日～
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、社会保険有
勤務先▶ 陸上自衛隊東千歳駐屯地内（千歳市祝梅1016）

◆東千歳駐屯地内店舗
Wワーク、シニア、学生ＯＫ!!

駐屯地内のローソン
で働こう!!

普段は入れない場所で、ちょっと働いてみませんか？
千歳 パ 店内業務

仕事内容が
選べます!


