
2022年5月27日（金） ちゃんと15

★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

仕　事
◆正/倉庫内作業員

リフト作業や若干の手作業をお願いします。▶

仕　事
◆ア/倉庫内作業員

検樽作業のみ　※リフト作業はなし▶

普通自動車免許をお持ちの方
フォークリフト・クレーン・玉掛け免許保持者優遇
▶

日曜日　土曜日隔週　※他、会社カレンダー
社会保険完備、賞与年2～3回、車通勤可
退職金制度、交通費規定支給(月9000円迄)
▶

8:00～17:00(残業あり)
※一ヶ月半毎に2～3回の夜勤あり

▶

▶

正/月給16万5000～22万1200円▶

資　格

給　与

時給890円▶給　与

時　間

8:00～15:00
※変動あり　※月平均13～15日で要相談

▶時　間

休　日

日曜日　土曜日隔週　※他、会社カレンダー▶休　日

待　遇

送迎あり　(送迎範囲：恵庭、千歳)▶待　遇

倉庫内作業スタッフ倉庫内作業スタッフ
フォークリフト・クレーン・玉掛け免許保持者優遇フォークリフト・クレーン・玉掛け免許保持者優遇

正社員＆アルバイト正社員＆アルバイト
――  同 時 募 集 中  ――――  同 時 募 集 中  ――
40～50代多数活躍中!!40～50代多数活躍中!!

☎0123-32-3167/採用担当までまずはお気軽にお電話ください！

室蘭海陸通運株式会社 札幌支店
恵庭倉庫事業所 恵庭ビール事業所
恵庭市戸磯573番地13(JR「サッポロビール庭園駅」より徒歩4分)

恵庭 正 ア 構内作業スタッフ

㈱やまぐち食品 恵庭市戸磯201-18 
（恵庭テクノパーク内）

☎33-5015【受付/8:30～17:30】
まずはお気軽にお電話ください。

勤務先▶ 恵庭工場 
（恵庭市戸磯201-18 恵庭テクノパーク工業団地内） 

給　与▶ 時給889円～
待　遇▶ 社保完備（勤務時間による）、交通費規定支給、 

制服貸与、昇給有、社員割引有

共通項目

仕　事▶ 簡単なPC操作、受発注事務、 
伝票整理、来客対応他

資　格▶電話応対、簡単なPC操作のできる方
時　間▶   月～土/9:00～16:00 

日/12:00～16:00　※応相談
勤　務▶ 週2～5日（応相談）　※土日出勤有

◆受発注事務

仕　事▶油揚げ等、製造に関わる作業
資　格▶経験不問、未経験者歓迎
時　間▶7:00～16:00の間で5～8h　※応相談
休　日▶木・日

◆食品製造工員

★直販所スタッフも同時募集 !土日のみの勤務大歓迎

日数・時間は応相談!

恵庭 パ 受発注事務、製造

一般労働者派遣事業（派01-300285）
千歳市東雲町
1丁目9-6㈱マグナクルー

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

★随時面接致します。
【月～金曜】9～18時0120-357-337

080-5729-7602 （土・日曜、祝日）

◆野菜の選別（恵庭市島松）
期　間▶即日～10月末
給　与▶時給950円
時　間▶ 9:00～17:00 ※現場により変動
休　日▶シフト制
待　遇▶ 残業手当有、交通費規定支給、 

車通勤可（無料駐車場有）

大歓迎!!
すぐに
働けます!

時給
950円!

未経験 シニア
の方

主婦（夫）
さん

恵庭 派 野菜の選別

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▶ 13:00～21:00、 

17:00～21:00、 
13:00～18:00の間で4時間

レジ2名募集

水産1名募集

☎39-7777
島松店 恵庭市島松旭町1丁目1-1

給　与▶ ［一般］時給930円　［学生］時給890円
時　間▶ 8:30～13:30
勤　務▶ 週4日

待　遇▶ 制服付与、交通費規定支給、 
車通勤可

応募

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32

〈共通項目〉

[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

Web応募

今回は
部門
の募集ですレジ・水産

Web応募

恵庭 ア パ レジ

☎0123-26-5061受付/14～18時
担当/浅野、山川

まずはお気軽にお電話ください。

スタッフ募集!

千歳市幸町
2丁目3-2

◆ ホールスタッフ アルバイト

仕　事▶ 接客、配膳、料理説明、片付け等
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給1,050円　※22時以降深夜割増有
時　間▶ 17:00～23:00の間　※予約状況による
勤　務▶週3～5日程度
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与

◆ 洗い場・調理補助 パート

仕　事▶洗い場・簡単な調理補助等
資　格▶ 主婦（夫）歓迎、未経験者歓迎
給　与▶ 時給950円　※22時以降深夜割増有
時　間▶ 17:00～23:00の間　※予約状況による
勤　務▶週3日程度 
待　遇▶交通費規定支給

未経験者歓迎！

千歳 ア ホールパ 洗い場・調理補助

恵庭 派 ①半導体部品の製造・組立・検査 ②食品の製造・物流業務

千歳

【児童指導員】

☎011-299-4590
【サポートスタッフ・パートスタッフ】

☎0123-29-3075

正 児童指導員期 パ サポートスタッフ 

札幌市西区宮の沢1条1丁目1-10

公益財団法人さっぽろ
青少年女性活動協会

公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会

千歳市児童館・学童クラブにて「遊び」を通じて子どもたちの成長を支える職員を募集いたします。

資　格▶未経験者歓迎
休　日▶4週を通じて8回以上の指定日、年末年始
応　募▶写真付き履歴書を郵送ください。 
勤務先▶ 千歳市内児童館、学童クラブ

〒064-0804
札幌市中央区南4条西6丁目8-3 晴ればれビル10階
担当/総務課　採用担当 
受付時間/午前8時45分～午後5時15分

郵送先 郵送先
〒066-0063
千歳市幸町5丁目14 -5  伸和ビル501
担当/千歳事業所　採用担当
受付時間/午前8時45分～午後5時15分

期　間▶雇用期間の定めなし
資　格▶ 高卒以上、令和5年4月1日現在で59歳以下（定年60歳の為)、 

かつ、いずれかに該当する方 
① 幼稚園・小学校・中学校、義務教育課程・高等学校・中等教育の教
諭資格保有者、または社会福祉学・心理学・教育学・社会学・芸術
学・体育学を専修する学科もしくはこれらに相当する課程を 
修めて卒業した方

　　　　②保育士、社会福祉士の資格保有者 
　　　　③ 2年以上児童福祉事業（児童館等)に従事した経験（令和4年8

月1日時点）、かつ総勤務経験2,000時間以上の方
給　与▶月給162,600円
時　間▶午前8時～午後6時30分の間で実働6h 
休　日▶ 4週を通じて8回の指定日、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、賞与年2回、有給休暇
応　募▶写真付き履歴書・職務経歴書を郵送ください。 
勤務先▶ 千歳市内児童館、学童クラブ

◆児童指導員（正社員）
採用日:令和4年8月1日（月） 採用日:令和4年7月1日（金）

採用日:令和4年7月1日（金）

給　与▶月給132,040円
時　間▶午前8時～午後6時30分の間で実働6h
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

賞与年2回、有給休暇

◆サポートスタッフ（期間社員）

給　与▶時給1,108円
時　間▶午前8時～午後6時30分の間で週10h程度 
待　遇▶労災保険、交通費規定支給、車通勤可、有給休暇 

◆パートスタッフ

サポートスタッフ・パートスタッフ共通項目

千歳市児童館・学童クラブ児童指導員業務説明会
日程：6月11日（土）

会場：千歳アルカディア・プラザ/千歳市柏台南1丁目3-1
※詳細につきましては、児童指導員問い合わせ先へご連絡ください。

児童指導員にご興味がある方向けの
説明会を実施予定！

お問い合わせ 
（受付/8:45～17:15）

☎0123-24-7787 担当/金子
電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

■ビルメンテナンス 廃棄物収集運搬処理 ハウスクリーニング
千歳市流通
1丁目4番7号

〒066-0019

期　間▶11月中旬まで
勤務先▶本社（千歳市流通）

仕　事▶ 市内各公園・体育施設などの巡回清掃業務 
給　与▶ 時給900円～　職務手当/月3,000円
時　間▶ 8:30～17:30  
休　日▶週休2日　※シフト制
待　遇▶雇用保険、交通費規定支給、制服貸与

◆ 公園管理業務

給　与▶ 時給900円～
時　間▶ 8:30～17:30　※時間の変動有  
休　日▶土・日

◆ 草刈りスタッフ
都合に合わせて週1～勤務できます。経験者大歓迎！

千歳 パ 公園管理業務、草刈りスタッフ

Web応募も 
出来ます!

共通項目

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

勤務日は相談の上決定。週休2日制も相談可！

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。

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許
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

勤　務▶4勤1休
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210,000円～　夜勤/月250,000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）

さわやか無線センター

千歳 正 嘱 タクシー乗務員

★二種免許取得養成制度有!
★異業種からの転職者も歓迎します!

4勤1休！
しっかり稼げる!

未経験者 
歓迎




