
2022年5月6日（金）ちゃんと 12

㈱北海道グリーンハウス
札幌市中央区北3条西2丁目8番地　さっけんビル2F

【勤務先】 
恵庭南病院

調理補助・食器洗浄
スタッフ募集

担当/おぐら☎011-232-2430
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。面接は勤務先で行います。

給　与▶時給900～1,000円
時　間▶ 5：00～14:00、 

10:00～19:30 
（実働8h）　※シフト制

休　日▶ シフト制

❶調理補助

❷食器洗浄

早番手当 
支給！

給　与▶時給891円
時　間▶ 17:00～19:30 

(実働2.5h) 
18:00～19:30 
(実働1.5h)

休　日▶シフト制

Wワーク 
OK!

時間・日数 
応相談♪

恵庭 パ 調理補助、食器洗浄

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!

パートタイマーも同時募集中です
時給1,000～1,200円、期間・勤務時間等、応相談

仕　事▶ 食品製造工程において工程管理を担当します。
資　格▶ 要普免、資格不問、 

18歳未満不可（法定により年齢制限が設けられてる為）、 
39歳以下（長期勤続によるキャリア形成の為）

時　間▶ 8:00～17:00 
休　日▶ 土曜・日曜、他（年間休日121日） 

※GW・お盆・年末年始有
給　与▶ 月給150,000～240,000円 

＋リーダー手当 
　（5,000～10,000円 ※業務の習熟度に応じて支給） 
※新卒/月15万円～、新卒以外/月18万円～  
　（経験等により決定）

待　遇▶ 各社保完備、交通費実費支給、昇給有、 
賞与年2回有（前年実績/計3ヶ月分）、残業手当有、
深夜手当有、退職金制度有、有給休暇有

お電話のうえ履歴書をご郵送ください。（書類選考有）

〒066-0007 千歳市中央1114-13

［担当］くしだ☎0123-20-2161
AWファーム千歳株式会社

千歳 正 食品加工製造管理者

女性ドライバーも積極採用中！

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許 ★二種免許取得養成制度有
時　間▶ 日勤:例/5:00～16:00　 

★5～8時の間に出勤し、 
　帰庫は出庫から10時間半後 
夜勤:例/18:00～翌5:00 　 
★18～20時の間に出勤し、 
　帰庫は出庫から10時間半後

休　日▶週休2日
給　与▶ 完全歩合制　 

※入社後1年間は給与保証有(当社規定による） 
　日勤/月180,000円～　夜勤/月220,000円～

待　遇▶  各社保完備、入社祝金制度（10万円/規定有）、 
制服貸与、退職金制度、車通勤可（駐車場完備）

ドライブレコーダー･GPS･防犯ガラス有!!安心して働ける♪

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

担当/古瀬☎22-0866
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
勤務日は相談の上決定。希望収入をお聞かせください♪

さわやか無線センター

無理せず働く！

週休2日制

タクシードライバー
募 集

千歳 正 嘱 タクシー乗務員

未経験者 
歓迎

日勤のみ♪

★ 経験者は経験により優遇!!
★ 未経験で異業種から転職する方も歓迎!!

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。
★面接は千歳営業所にて行います。

☎0123-28-2013 担当/採用係

千歳市泉沢
1007-158北宝運輸㈱千歳営業所

仕　事▶ 原木・製材・合板・アスファルト等を 
運搬する業務

資　格▶大型自動車免許、けん引免許
給　与▶月300,000円～
時　間▶ 8:00～16:20（休憩1h） 

※業務内容により異なります。
休　日▶ 日祝他（月6～9日）、GW、お盆、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、賞与年2回、制服貸与、 

交通費規定支給、車通勤可、 
退職金制度有、試用期間3ヶ月

◆トレーラー運転手

増員募集!!
トレーラー運転手

千歳 正 トレーラー運転手

[応募］希望の店舗に電話連絡のうえ、
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

《共通項目》
制服貸与、交通費規定支給、車通勤可

ア パ レジ

★ 3店舗店とも 
　他部門も
　募集中です！

Web応募
はコチラ

恵庭店 恵庭市本町210

1名募集☎33-1122応募

給　与▶ ［一般］時給893円　［学生］時給890円
時　間▶ 13:00～17:00
勤　務▶ 週4～5日

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

島松店 恵庭市島松旭町1丁目1-1

2名募集☎39-7777応募

千歳・恵庭 ア パ 品出し

品出しスタッフ
の募集です 2名募集

千歳市日の出1丁目1-66千歳店

☎26-6660応募

給　与▶ ［一般］時給893円 ［学生］時給890円
時　間▶ 17:00～21:00　
勤　務▶週4日

今
回
は

★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▶ 6:00～15:00、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

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

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。

スタッフ募集!
パン製造

恵庭 パ 製造

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▶11月中旬まで
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、調理補助、売店

給　与▶ 月給165,000～230,000円 
★別途資格手当有

時　間▶ 5:00～19:00の間で実働8h 
(早番・遅番交替制）

勤　務▶週40h（シフト制、週休2日）

◆管理栄養士・栄養士 《正社員》/恵庭市
◉我汝会えにわ病院

給　与▶ ①時給900円　②時給930円
時　間▶ ①8:00～12:00　 

②18:00～22:00
勤　務▶ 週3日～OK（シフト制）
休　日▶日曜、祝日、他

◆①昼清掃　②夜清掃《パート》/恵庭市
◉我汝会えにわ病院

共通項目
待　遇▶ 社保完備（勤務時間による）、 

賞与年2回、制服貸与、交通費規定支給、 
車通勤可、有給休暇有

☎0123-34-0740応 募
株式会社道央環境センター 恵庭市本町27番地

給　与▶ 時給920円
時　間▶ ①8:00～17:00　②11:00～20:00 

③11:00～15:00　④16:00～20:00
勤　務▶シフト制 ※応相談
休　日▶日曜、祝日、他

◆清掃 《フルタイム/パート》/札幌市
◉我汝会さっぽろ病院 JR苗穂駅隣接

JR交通費全額支給

恵庭・その他 正管理栄養士・栄養士パ 清掃

島松本町1丁目
島松寿町1丁目
中島町4丁目
黄金南1・2丁目
北柏木町2丁目
文京町4丁目
美咲野1丁目
美咲野5・6丁目
和光町2丁目

みどり台南3丁目
勇舞1丁目
富丘4丁目
稲穂2丁目
若草1丁目
白樺4丁目
文京4丁目
文京5丁目
文京6丁目

恵
庭
市

千
歳
市

★ 他の配布地域もございます。 
詳しくはお電話でご相談ください！ ☎0123-27-0911

応募

千歳市北斗 
4丁目13番20号

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

お友達同士や親子での応募も大歓迎！

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）
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）

配布員 募
集

年齢不問

1ヶ月休まずがんばろう！

皆勤賞 あ
り
‼

増員キャンペーンの春

自分のペースで
仕事が出来るよ！

さん
※5月末まで

お米5Kg
と

ティッシュ5箱

千歳・恵庭 委 配布員

求人ナビ編集部 ☎0123-27-2611

5,500円で
税込WEBなら

1週間

求人広告が掲載可能!

検索ちゃんと 求人ナビ

WEBで手軽に
おシゴト探し

毎週木曜日
更新中！

https://chanto.biz/qnavi/

★紙面の求人広告に出稿の場合は、WEBにも無料掲載致します！

～詳細はお問合せください～


