
2022年5月27日（金） ちゃんと19

仕　事▶ 野菜のカットやパック詰め、並び替え、値段付け等
資　格▶ 要普免、経験不問
時　間▶ ①8:00～13:00（実働4～5h） 

②13:00～18:00（実働4～5h） 
※時間は相談に応じます。

給　与▶ 時給900円
勤　務▶ 週4～5日　※応相談
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給
勤務先▶ ベジフル北海道 

※業務スーパー千歳店内（千歳市北信濃783-1）

業務スーパー 野菜コーナーでのお仕事です!

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

☎0123-25-5415 担当/内藤
受付/8～17時

千歳市北信濃783-1㈱ベジフル北海道 店舗運営部

千歳 ア パ 野菜･果物売り場の管理全般

扶養内勤務OK！フルタイムも歓迎！

女性多数
活躍中!

【正社員】2～3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205,000～235,000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）

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 

〒066-0011 千歳市駒里2297
おおやファーム株式会社

千歳 正 農場管理

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

仕　事▶  病院の夜間受付業務
期　間▶有期契約（6ヶ月） ※更新有
給　与▶  時給900円 ※22時～翌5時は深夜割増有 
時　間▶ ①17:15～翌8:45（実働8.5h） 

②8:45～17:15（実働7.5h） 
③8:45～翌8:45（実働14.5h）

勤　務▶ 週2～4回、シフト制
待　遇▶ 労災・雇用保険加入、車通勤可（無料駐車場有） 
勤務先▶ 千歳市東雲町1丁目11番

札幌市中央区南1条
西7丁目12 都市ビル2F 

☎011-271-5038
北光管理サービス

【受付/平日9～18時】  担当/小松
株式
会社

未経験者歓迎!

面接は現地
で行います。

千歳 パ 病院の夜間受付

給　与▶  時給900～1,100円 
※試用期間1～3ヶ月有/時給889円

時　間▶ 10:30～20:30の間でシフト制 
例）11:00～14:00、 
17:00～20:00等

勤　務▶週1日～OK
待　遇▶ 交通費規定支給、昇給有、制服貸与、正社員登用制度有

☎46-2221応募 担当/さいとう

かまど円山 新千歳空港店
千歳市美々新千歳空港ターミナルビル3F

ホール・キッチン
スタッフ 募集

千歳 ア ホール、キッチン

ランチのみ、
ディナーのみ等、
シフトは応相談！

◆扶養内勤務もOK‼　◆フリーターも歓迎‼
◆学生歓迎！ 高校生も可！

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

仕　事▶ 製品の加工・取付・機械オペレーター、 
その他関連業務等、製品の生産対応全般

給　与▶ 日給月給153,500円～　 
※職務経験等により優遇致します。 

資　格▶ 18歳以上（省令2）、高卒以上、 
経験不問（製造業務経験者尚可）、 
交通機関が不便な為マイカー又は、 
自力通勤可能な方

時　間▶ ①8:30～17:30 ②20:30～翌5:30 
※①②の交替制

休　日▶ 5勤2休/年間121日　4勤2休/年間144日 
（GW・お盆・年末年始等） 
土曜・日曜の完全週休2日制

待　遇▶ 社保完備、賞与年2回、退職金制度有、昇給有、 
交通費支給有、無料駐車場有、制服貸与、 
企業内保育施設有、試用期間6ヶ月有

勤務先▶ 苫小牧工場（苫小牧市字柏原6-183） 
千歳工場（千歳市上長都1053-1）

まずはお電話の上、履歴書と職務経歴書をご送付ください。

正社員募
集

◆製造経験5年 ◆深夜60h 
◆残業25h ◆交替手当含む

月収例

〒066-0077 
千歳市上長都1053-1

■自動車部品製造業

㈱ダイナックス

●土曜・日曜の完全週休2日制　※1
●GW・お盆・年末年始は9～10連休
● 社員食堂や社宅、 
企業内保育所有 etc...

※1： 生産ラインの稼働状況により、 
5勤2休（土日休み）と4勤2休（その他）になる場合
があります。（勤務カレンダーによる）

☎0123-24-2891 人事総務部 
採用担当 宛

千歳・苫小牧 正 自動車部品の製造

新卒者歓迎

異業種からの
転職歓迎

勤務開始日応相談

・

・

応 募

☎0123-27-0911千歳市北斗4丁目13番20号

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

お気軽に 
お問い合わせください♪

仕　事▶ 「ちゃんと」の配布員さんの 
管理、チラシの仕分け等、 
配布業務全般

資　格▶ 未経験者歓迎、 
PC操作(Excel)可能な方、 
車通勤できる方、 
健康で、体力に自信のある方

給　与▶時給950円
時　間▶ 9:00～16:00　※応相談
勤　務▶月～金
待　遇▶ 交通費規定支給、 

正社員登用制度有

千歳・恵庭 パ 配布管理業務員

仕　事▶ 手作業での野菜のカット、移動補助及び工場作業全般
資　格▶未経験者歓迎、経験・資格不問
給　与▶時給889円
時　間▶ 8:00～17:30　※休憩1.5h
勤　務▶ 週3～6日　※希望応相談　 

※日曜日休み
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、服装自由、 

社員登用制度有

【受付/午前中】

まずはお電話ください。 
面接日時・勤務開始日は相談に応じます。

☎0123-29-3320
千歳市上長都1160-21トライフード（株）

野菜カット･箱詰め
スタッフ募集 ★日数応相談!

千歳 ア パ 野菜のカット、箱詰め作業

資　格▶ 普通自動車免許、介護福祉士又は介護職員初任者
研修修了（旧ヘルパー2級）以上

給　与▶ 週5日勤務/時給1,260円～ 
週4日勤務/時給1,200円～ 
※いずれも処遇改善手当を含む 
★業績により年1回一時金を支給 ★昇給制度あり

時　間▶規定による
勤　務▶ 週４～5日（応相談） ※シフト制
待　遇▶ 介護福祉士手当、通勤・車両借上手当、その他 

社保加入可能（時間数による） ※希望者のみ

★有給を取得しやすい！
★1年以上、離職者ナシ！長く働ける環境です。
ご自宅を訪問し､買い物･掃除･移動等を行うお仕事です。

〒061-1446　恵庭市末広町125番地1

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

時間相談
できます♪

担当/笹川まずはお電話ください。☎0123-33-1120

恵庭 パ 訪問介護員

ホームヘルパー募集!

まずはお気軽にお電話ください。面接には写真付履歴書をお持ちください。
パーラー恵み野 恵庭市恵み野西1丁目4番 ☎36-4114受付/平日9～17時

◆駐車場スタッフ
仕　事▶ 店内床のモップ拭き、 

駐車場のゴミ拾い、分別等
給　与▶時給889円
時　間▶ 7:30～11:00（休憩15分）
勤　務▶週3日程度

◆清掃スタッフ
仕　事▶ 店内清掃全般、 

トイレ、玄関等の清掃、 
（お客様の周り）空き缶・
ゴミ回収

給　与▶時給900円～
時　間▶ 13:00～23:00（実働4～6h） 

 ※22時以降は、 
 　時給25％アップ

勤　務▶週3日程度 資　格▶ 未経験者歓迎　※駐車場と閉店後清掃のみ高卒以上
待　遇▶制服貸与、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ 恵庭市恵み野西1丁目4（厨房は本店のみ） 

北広島市中央3丁目6-1

共通
項目仕　事▶ 閉店後の店内及び 

バックヤードの清掃
給　与▶時給1,210円
時　間▶23:00～24:00
勤　務▶週3日程度

◆閉店後清掃スタッフ

仕　事▶ アミューズメント施設内の 
厨房にて、簡単な調理業務

給　与▶時給890円
時　間▶ 9:00～15:00の間で 

3～5h程度
勤　務▶週2～3日

◆厨房スタッフ
スタッフ募集! 時間応相談！

恵庭・北広島 パ 清掃、厨房

千歳 派 ①材料投入・機械操作②検品・運搬③機械オペレーター④材料の混合・投入・他

お仕事
ファイル

体力

サポート度

コミュニケーション能力

様々な企業にて書類作成や処理、データ入力や電話応対、来客応対などの業務
全般を担う職業。一般事務や経理事務、営業事務、学校事務などがある。

あったら
いいかも
資格

あったら
いいかも
スキル

会
社
を
陰
か
ら
支
え
る

裏
方

●MOS ●秘書検定
●ITパスポート など

事務員

〒061-1411
 恵庭市恵南4-1

パートさん募集！！
◆厨房（調理）
時　間▶ 11:00～22:00の間で5.5h 

（早番・遅番シフト制）
勤　務▶ 週3～4日程度（日曜を含む）　※応相談
資　格▶ 未経験者OK　※早番・遅番勤務可能な方
給　与▶ 時給900円～
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、 

勤務後の入浴無料

［担当］ミズタカ☎32-4171
 電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

恵庭 パ 調理

★遅番・早番できる方歓迎 ★経験者大歓迎




