
2022年6月3日（金） ちゃんと15

仕　事▶ まかない作り、洗濯等
資　格▶ 未経験者歓迎、60歳まで(定年雇い止めのため) 

※再雇用制度有/65歳まで
給　与▶ 日給6,700円 ※頑張り次第で昇給有
時　間▶ 8:30～16:30（休憩有）
勤　務▶週2～3日（シフト制 ）
待　遇▶交通費補助有

☎23-2216電話連絡の上、写真付履歴書を
お持ちください。【担当】岩崎

㈱西洋軒 千歳市千代田町
1丁目1-7

RESTAURANT

SEIYOKENSEIYOKEN

裏方のお仕事です。接客はありません。

★扶養内勤務OK! ★頑張り次第で昇給有!

簡単な家庭料理が 
出来れば大丈夫です♪

千歳 パ 炊事係
親切･丁寧に指導いたしますので未経験者でも安心！

清掃員・湯張作業 募
集

日本管財サービス株式会社
〒066-0015　千歳市青葉8丁目3番1号

担当/高倉☎24-0800応募

仕　事▶簡単な機械操作
資　格▶資格不要、未経験者歓迎
時　間▶ 5:30～9:30 ※実働4h 

（時々0.5hの延長有）
給　与▶時給920円
勤　務▶ 月10日程度 ※年中無休
《共通項目》
勤務先▶ 千歳乃湯 えん（千歳市真々地3丁目）
待　遇▶ 労災保険、制服貸与、 

交通費規定支給、車通勤可

仕　事▶男女脱衣所･浴場内の巡回清掃
資　格▶未経験者歓迎
時　間▶ ①13:30～21:50（実働3～4.5h） 

②17:20～21:50（実働4.5h）
給　与▶時給920円～ ※17:20～は時給960円
勤　務▶シフト制 ※時間日数要相談 ※年中無休

◆清掃

◆機械操作（湯場の湯張作業）

千歳 パ 清掃、湯場の湯張作業

仕　事▶ 日々の売上集計管理、メール・電話・来
客応対、報告書作成、他

資　格▶ Word･Excelの基本操作ができる方、 
経理や事務経験者歓迎

給　与▶ 時給890円～
勤　務▶月・水・金
休　日▶土･日曜、祝日
時　間▶ 10:00～16:00（休憩1h）　※応相談
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可、無料駐車場有
勤務先▶恵庭市緑町2-3-4（本社2階事務所）

<問い合わせ>☎0123-34-0828　
受付時間/平日9:00～17:00

〒061-1442 恵庭市緑町2丁目3-4

写真付き履歴書を郵送ください。《担当》高橋

北央商事株式会社

一般事務
募集!!

恵庭 パ 一般事務

扶養内
勤務可

【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

資　格▶ 無資格OK、ブランクがある方も歓
迎、土日勤務できる方歓迎、介護職
員初任者研修修了（旧ヘルパー2
級）あれば尚可

時　間▶ 16:30～翌9:30　
勤　務▶ 週2日 ※応相談
給　与▶ 夜勤1回16,000円 

（夜勤手当含む）
 待　遇▶ 雇用保険、交通費規定支給、 

社員登用制度有

Wワーク
OK!

小規模多機能型事業所
いこい

憩の郷
さと

夜勤専属 
スタッフ募集

憩の郷い
こ
い

電話連絡の上、写真付履歴書を郵送またはお持ちください。
〒066-0073
千歳市北斗4丁目5番6号☎26-5300

パート　夜勤専属スタッフ

急募
千歳 パ 夜勤専属スタッフ

小規模多機能型事業所

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

電話連絡の上、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）

未経験者歓迎♪
資　格▶未経験者歓迎、自力通勤可能な方
時　間▶9:00～17:00 ※残業の可能性有 
給　与▶ 時給1,000円 

※18時以降25%UP
勤　務▶月～土 
休　日▶日・祝
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

9:00～17:00給与保障、 
週払い可（規定有）

勤務先▶千歳市泉沢

ピッキング・搬入
カップ麺の

スタッフ募集‼

千歳市泉沢

千歳 派 ピッキング、搬入

恵庭市北柏木町3丁目26
千歳市美々1292番地39号

恵庭営業所
千歳営業所

充実の好待遇！ 資格取得制度でスキルアップも！

仕　事▶ 建設機械の軽整備、営業
資　格▶ 高卒以上、未経験者歓迎、経験者優遇、要普免、

中型免許（入社後に会社負担にて取得）
給　与▶ 月給205,805円+諸手当 ※昇給年1回有
時　間▶  8:00～17:30（実働8h、シフト制）
休　日▶ 日曜、祝日他、GW、夏季・冬季休暇 

※土曜日は隔週休み 
★冬季リフレッシュ休暇有

待　遇▶ 各社保完備、昇給年1回、賞与年2回、 
交通費規定支給、車通勤可、諸手当（超過勤務、
通勤、営業、家族、住宅）有、資格取得制度有

勤務先▶ 恵庭・千歳

軽整備 正社員募集営業

冬季リフレッシュ休暇有（5日～9日連続必取）

[履歴書送付先]
〒007-0824 札幌市東区東雁来4条1丁目1番37号
富士レンタル株式会社 管理部

☎011-786-5401
http://www.fujirental.co.jp/contact/お問合せフォーム

担当/鬼原（キハラ）

お電話にてご連絡の上、下記の住所まで写真付き履歴書を
郵送ください。書類選考後、試験日時等ご案内致します。

「Q人ナビを見ました」とお伝え頂くとスムーズです。
（メールの方は一言添えてください）

応募

千歳・恵庭 正 軽整備、営業

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▶ 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）

年齢不問

1ヶ月休まずがんばろう！

皆勤賞あ
り
‼

面接時
全員にプレゼント!!

なんと、、、
両方差し上げます!

お米5Kg!
ティッシュ5箱!

★ 詳しくはお電話でご相談ください！

配布員

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行☎0123-27-0911
千歳市北斗4丁目13番20号

さん
募
集

増員キャンペーンもれなく貰える

千歳・恵庭 委 配布員

応
募

☎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。

◆ 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

ホールスタッフ

スタッフ募集
洗い場・調理補助

未経験者歓迎！

千歳 ア ホールパ 洗い場・調理補助

千歳市幸町2丁目3-2

お仕事で使
う

アレってな
～んだ？

ドリップ吸収シート
魚や肉等から滲みでる血や水分を吸収するた
めのシート。
食品が変色してしまったり、食感が悪くなるな
ど、品質の低下を防ぐ役割を担っています。

サッカー台
購入者がレジでの会計後
に荷物を詰める作業をす
る為の台。
スポーツのサッカーとは
関係がなく、英語で袋を意
味する｢Sack(サック)｣に
erをつけた｢Sacker(サッ
カー)｣が由来です。

サ
ッ
カ
ー
台
と
ド
リ
ッ
プ
吸
収
シ
ー
ト

仕　事▶ レジ、接客、清掃、品出し等
資　格▶ 未経験者歓迎、長期勤務できる方、 

土日祝勤務できる方 
※教育期間中は平日に勤務可能な方

時　間▶ ①12:00～17:00 
②17:00～22:00 
③22:00～翌7:00

給　与▶ ①、②時給890円～ 
③時給1,113円～

勤　務▶ ★たくさん働きたい方も応相談 
★週3日～相談OK

待　遇▶制服貸与、車通勤可
応　募▶ 電話の上、写真付履歴書を 

お持ちください。

フリーターさん
主婦（夫）さん
歓迎!!

☎37-8355 担当/佐々木
【受付時間/10時～18時】

急募！

恵庭島松東町店 
恵庭市 
島松東町 
3-7-8

島松東町店 スタッフ募集!!
恵庭 ア パ 店内業務

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）

スタッフ
★JR恵庭駅から
無料送迎バス有

らくだ軒

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）

資　格▶ 経験者・未経験者歓迎、学生歓迎、高校生可
給　与▶ 一般/時給1,000円 

（4～10月の土日祝は＋50円で 
 時給1,050円）　 
高校生/時給950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）

急募！

恵庭 ア パ ホールスタッフ、キッチンスタッフ


