
2022年5月13日（金）ちゃんと 8

スタッフ募集!!

千歳市青葉5丁目6-10　http://www.hotal-web.com

◆ベッドメイク
時　間▶ ①9:00～15:00　②19:00～翌1:00
給　与▶ 時給940円　※22:00以降/時給1,175円 

※試用期間/同条件
勤　務▶週2日程度

電話の上､写真付履歴書をお持ちください｡ 担当/國田

ホ テ ル 　 　 　 　 　 ホ タ ル 全室Wi-Fi
完備

0123-40-2077 090-2511-4127

千歳 パ ベッドメイク、ナイトフロント

◆ナイトフロント
時　間▶ 19:00～翌9:00
給　与▶ 日給13,800円　 

※試用期間/日給13,160円
勤　務▶週2日程度

Wワーク
OK!!

まずはお気軽に
お電話ください！

仕　事▶ 駐車場管理業務、 
駐車場⇔空港間の送迎業務

資　格▶ 要普通免許、自力通勤可能な方
給　与▶時給950円
時　間▶  6:00～22:00の間で実働5～6h
勤　務▶ 週3～4日
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、車通勤可

千歳市美々1292-206

☎0123-23-1111
サンパーキング(株)さいたさいた

駐車場管理
ドライバー 募 集

千歳 ア パ 駐車場管理、ドライバー
\ 女性ドライバーも歓迎 /

千歳 ア 小・中学校のICT活用サポート

資　格▶ 一級・二級土木施工管理技士、 
現場経験5年以上、経験者優遇、年齢不問

給　与▶ 月給250,000～300,000円 
試用期間1ヶ月/同条件

時　間▶ 8:00～17:00 
※実働7.5h　※時間外有

休　日▶ 日曜日、他　※当社カレンダーによる
待　遇▶ 各社保完備、車通勤可、建退共、 

作業着・防寒着支給（試用期間終了後）
勤務先▶千歳市内及び近隣市町村

施工管理技士募集！

千歳市千代田町5丁目1-8㈱東海重建

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-6032 担当/松本
受付/9～17時

年齢
不問

千歳 正 施工管理

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

アットホームで和やか 
な職場環境です♪

◆医療事務
仕　事▶受付業務
資　格▶経験者優遇
給　与▶時給1,000円
勤　務▶ 週2～3日（1日4h程度）　※応相談 

※土曜勤務可能な方歓迎
時　間▶ 月・土/8:30～12:30 

火～金/8:30～17:30 
※上記の時間帯でシフト制、時間応相談

休　日▶ 日・祝、GW、年末年始
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

午前・午後どちらの勤務も可能な方歓迎！

☎0123-29-7037 担当/髙橋

恵庭市黄金中央1丁目4-3
恵庭ふじたクリニック医療法人社団 健仁会

恵庭 パ 医療事務

給　与▶ ①時給950円～　②時給889円～
時　間▶ ①8:30～16:15（実働7h　休憩45分） 

②10:00～15:00（実働4.5h　休憩30分） 
※多少の残業の場合有

休　日▶ ①週休2日制　※シフト制
勤　務▶ ②週3日～OK 

※ フルで働きたい方（週30h以上）社保加入可、要相談
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

未経験者OK

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

ホテルの❶清掃責任者 ❷客室清掃者

車通勤OK

千歳 パ 清掃責任者、客室清掃者

時　間▶ 6:00～15:00の間で応相談
給　与▶時給900円～　※経験に応じて
資　格▶ 経験・年齢問わずできる仕事です。 

繁忙な金・土に勤務できる方歓迎。
休　日▶ 基本水・日曜、祝日、GW、お盆、年末年始 

※水曜、祝日、出勤の場合有
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、車通勤可、 

交通費規定支給、正社員登用制度有

千歳市上長都958（千歳市公設地方卸売市場内）
株式会社 恵千フーズ

https://peraichi.com/landing_pages/view/keisen-foods
お仕事紹介ページも是非ご覧ください！▼

☎0123-40-1010応 
募

【担当】大道寺
【受付】9～16時

◆野菜のカット等の加工業務
勤務開始日応相談!! 長期歓迎
千歳 パ 加工

時　間▶   8:30～17:00、20:30～翌5:00
勤　務▶ 5勤2休もしくは4勤2休
給　与▶   時給1,100円～ 

※22時以降/時給1,375円
期　間▶ 長期（3ヶ月毎更新）
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、 

車通勤可（P完備）、制服貸与、 
社員登用有 

0120-095-350
当社HPお問合せフォームからも応募できます。
https://speed-hokkaido.jp/

【派遣】電子基盤製造〈恵庭市戸磯〉

未経験者
  歓迎！

軽作業が
中心です

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）
出張面接や、電話面接も応相談

※ お 気 軽 に
お問合せください

恵庭 派 製造

入社祝金
3万円支給
※規定有

月収例23万円
以上可能

8:30～17:00
の日勤帯のみ 
も可能

◆【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）

　　　　　　②12:00～21:00 
 【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▶ 未経験者歓迎
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▶ 月9～11日(月によって変動有) ※年間120日

【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

電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

恵庭市牧場281-2
〒061-1421らくだ軒 恵庭店

☎39-2821応募 受付/10～17時 
担当/古名（フルナ）

仕　事▶ 接客、料理の提供、お会計、調理業務、食器洗浄等 
ビュッフェスタイルのレストランです！ 
難しい作業はありません。

時　間▶ 9:00～17:00の間で3～7h（時間帯応相談）
資　格▶ 経験者・未経験歓迎、学生歓迎、高校生可
給　与▶ 一般/時給1,000円　高校生/時給950円～（4～10月の土日祝は＋50円で時給1,050円）
勤　務▶ 週1～5日、1週間毎のシフト制（勤務日数応相談）
待　遇▶ 無料送迎バス有（JR恵庭駅から）、交通費規定支給、車通勤可、食事補助制度有、制服貸与、労災保険、有給休暇制度有、65歳定年制（定年雇い止めのため）

共通
項目

スタッフ

★JR恵庭駅から無料送迎バス有

らくだ軒
Ten-Man
森のレストラン

仕　事▶ イタリアンレストランでの接客業務、 
ピザやパスタの調理業務、食器洗浄等

時　間▶ 9:00～18:00の間で3～8h（時間帯応相談）

恵庭市牧場262-6
〒061-1421Ten-Man森のレストラン
受付/10～17時 
担当/杉井☎39-2051応募

らくだ軒　※長期

森のレストラン Ten-Man　※即日～11月下旬まで急募！

恵庭 ア パ ホールスタッフ、キッチンスタッフ

恵庭 契 洗浄ライン作業
勤務先▶ トヨタカローラ札幌㈱総合物流センター
仕　事▶ 新車・中古車の洗浄ラインでの車内清掃。 

掃除機がけや、シートの拭き掃除など、簡単な
作業です。

休　日▶ 日曜・祝日、他シフト制（年間所定休日108日） 
★GW・お盆・年末年始の長期連休有 
★扶養内勤務OK　★シフト応相談

時　間▶ 9:00～17:00
給　与▶ 時給920円～ 

（月22日勤務の場合、月収141,680円以上可能）
資　格▶ 要普通自動車運転免許（運転経験1年以上）、 

65歳未満（定年雇い止めのため）
待　遇▶ 車通勤可、無料P有、社会保険完備、作業服貸与、交通

費当社規定支給、有給休暇有、能力に応じて昇給有

まずはお気軽にお電話ください。
面接日時をお知らせします。写真付履歴書をお持ちください。

トヨタカローラ札幌㈱ 担当/酒井☎0123-33-9660新車
担当/ 三浦・傳法(デンポウ)☎0123-47-8000

トヨタカローラ札幌
簡単作業! 扶養内OK！未経験者歓迎!

短時間・扶養内勤務も同時募集！
・勤務例/ 9～14時 

13～17時等
・週3日～OK！
・働き方イロイロ！

総合物流センター
恵庭市北柏木町3丁目73 中古車

千歳 派 ①材料投入・機械操作②機械OP③検品・運搬④製造・運搬

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


