
2022年7月8日（金） ちゃんと11

◆スーパーの日常清掃（開店前）
時　間▶8:30～10:30（実働2h）
給　与▶ 時給889円　　
勤　務▶ 週2～3日（ シフト制） ※希望休有り
待　遇▶  交通費規定支給、車通勤可、道具一式貸与
勤務先▶千歳市白樺2丁目3

〒007-0874 札幌市東区伏古14条4丁目1-5
室蘭ビル管理㈱札幌支店

面接時履歴書不要です。まずはお電話ください。

☎011-788-2517

20代～60代、幅広く活躍中!

店内清掃員募
集

朝の時間を有効活用!!

千歳 ア パ 清掃

㈱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。

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/9:30～15:00(休憩1h） 

　　　  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/恵庭工場直売所スタッフ・事務・製造員

募集

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/恵庭工場

日数・時間は応相談!
◆ 直売所スタッフ/とうふ屋豆てっぽう
仕　事▶直売所にて、接客販売、簡単な揚げ物等
資　格▶経験不問、未経験者歓迎
時　間▶  8:30～17:30の間で、4～6h（シフト制）
勤　務▶ 土日含む週3～4日 

★土日のみ（6h）の勤務も大歓迎！

フルタイム
OK

恵庭 パ 直売所スタッフ、受発注事務、製造

恵庭市住吉町2丁目9-14
恵庭店

☎0123-39-2171
まずはお気軽にお電話ください。面接時履歴書不要!

仕　事▶ ホール/配膳、オーダー取り等、ホールでの接客 
キッチン/ 洗い場や、メイン・サイド商品の調理

勤　務▶週2～5日　※相談に応じます。
時　間▶ 7:30～15:00、11:00～17:00、 

17:00～22:00、19:00～24:00
給　与▶ 時給910円～ 

※22時以降/時給1,137円以上～
資　格▶ 未経験者歓迎、フリーター・主婦（夫）・ 

高校生・専門学校生・大学生歓迎
待　遇▶ 昇給制度、車通勤可、有給休暇、交通費規定 

支給、制服貸与、労災保険有、食事補助有

募集
★ 1週間毎のシフト作成！ 
予定も立てやすく、お休みも取りやすい♪

★週2日～OK！自分のペースで楽しく働けます。

ホール・キッチンスタッフ
全時間帯で

恵庭 ア パ ホール・キッチン

仕　事▶ 病院から回収した白衣の検品・ハンガーアップ・ 
アソート・セットアップ業務

資　格▶年齢不問、未経験者歓迎
時　間▶ 9:00～17:30（休憩1h）、13:00～17:30 

※時間帯お選びいただけます。
給　与▶時給950円

仕　事▶ 医療用白衣の回収ルートドライバー。パワーゲート
付きの4t車を使用します。

資　格▶中型免許（旧普通免許）
時　間▶4:00～13:00（休憩1h）
給　与▶月給250,000円

【担当】上原☎0123-22-5400

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。 
Web応募フォームからのご応募もお待ちしております。

未経験者歓迎♪

千歳市流通 
1丁目4-14

HALファイン・ビズ・グループ

株式会社　HALサーブ

定着率の良い職場で、安心して長く働けます!

千歳 ア パ クリーニングスタッフ、ドライバー

勤　務▶月～金
休　日▶土・日・会社カレンダーによる
待　遇▶ 各社保険完備、交通費規定支給、車通勤可、正社員登用有

共通
項目

◆ クリーニングスタッフ

◆ ドライバー

仕　事▶ 客室のベッドメイキング、 
客室清掃

給　与▶ 時給950円～
時　間▶ 基本時間10:00～14:00 

※基本時間以外の勤務時間相談可
休　日▶シフト制
待　遇▶ 社保完備、交通規定支給、制服貸与
勤務先▶ ANAクラウンプラザホテル千歳 

（千歳市北栄2丁目2-1） 
※駐車場無し

ANAクラウンプラザホテル千歳

担当/吉田応募  090-4612-9624
千歳市富丘4丁目1-7北海道エイト株式会社

★面接時、履歴書不要 ★年齢不問

客室清掃スタッフ募集!!

未経験者歓迎！
お気軽にお電話ください♪

千歳 ア パ 客室清掃

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

ユニフォーム

ずかん

はたらくみんなの

［撥水・撥油加工］…水分・油性の汚れをはじく。
［退色加工］…塩素系漂白剤による色あせを防止。
［制電加工］…チリやホコリの付着を防ぐ。

スーパー・コンビニ カフェ・レストラン 保育園・幼稚園

配色・柄

機能性

どんなユニフォームにも合わせやすいように、無地
で汚れが目立ちにくい濃い配色のものが多いです。

ペン、小物、携帯端末などの持ち運びを考慮し、
ポケットのサイズや位置を設計しています。

業務用は
機能もスゴイ！

事で使うエプロンは「プロ仕様」！
機能性に特化したポリエステル混率の高い

ものが多く使われています。耐久性が高く、頻繁に
洗濯・クリーニングしても劣化しにくいです。他に
様々な機能を付加しているものもあります。

仕

・カラフルなプリントやナチュラルテイスト
 など、おしゃれなデザインがたくさん♪

家庭用エプロンの特徴

・耐久性が高くない綿素材が多い

ちなみに

-着用する職場の例-

販売
その他

学生
アルバイトも可

サンライフレンタカー(株)
千歳市柏台1463

仕　事▶ キャンピングカー専門レンタカー会社での
洗車作業、他

期　間▶ 7・8・9月
給　与▶ 時給1,000円
時　間▶ 10:00～14:00 

※17:00までの勤務も可
勤　務▶ 週2～3日 ※シフト制
待　遇▶ 交通費規定支給

☎0123-25-6789
まずはお気軽にお電話ください。

洗車・車内清掃
アルバイト募集♪

7・8・9月の3ヶ月

千歳 ア 洗車、清掃

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）

荷物の
仕分け

勤務先▶千歳市泉沢
仕　事▶かご台車を使用しての配達荷物の仕分け
期　間▶即日～長期　　
資　格▶ 未経験者歓迎、車通勤可能な方
給　与▶ 時給1,000円  

※22時以降は時給1,250円
時　間▶19:00～23:00 ※4時間保証
休　日▶シフト制
待　遇▶ 各社保完備（勤務による）、交通費規定支給、 

車通勤可（無料駐車場有）、週払い制度有

WワークOK
未経験者歓迎

千歳 派 荷物の仕分け

お仕事登録相談会

★予約・履歴書不要（登録希望の方は当日ご記載いただきます。）

時間 9:00～17:00
（最終受付16:30）

場所 恵庭市民会館（恵庭市新町10番地）

13水･14木･15金日程 7/

人材派遣業 派01-300151 職業紹介 01-ユ-300083

有限会社 イーワークス
恵庭市京町80番地恵庭商工会議所ビル1F

上記日程以外も随時、登録・相談受付中♪(平日のみ)

☎0123-33-5555
 info@eworks-jobnet.com

LINE登録
はこちら

来社に不安がある方は、 
履歴書の郵送と電話面接で対応します♪ 
毎週火曜日は19:00まで営業中!

◆酪乳製品の製造補助

◆食品のピッキング作業員

◆間接業務

◆目視検査

◆金属部品製造

★扶養内の年収に合わせ、勤務日数相談可能
★残業ほぼなし、空調完備で快適作業

★土日祝お休み♪人気の時間帯♪残業なし♪
★万全なサポート体制！安心してご応募を!!

★イスに座ってラクラクお仕事♪
★フルタイムは送迎可能♪

★残業ほぼ無し

給　与▶時給960円
時　間▶ 9:00～14:00
休　日▶ 土日祝他、年末年始
勤務先▶長沼町西８線

給　与▶時給1,010円
時　間▶ 9:00～18:00 ※希望により選択可能
休　日▶ シフト制、週休2日以上
勤務先▶恵庭市
短期・長期・短時間・高時給・・・etc
いろいろなお仕事でお待ちしています♪

仕　事▶ 病棟にて、リネン交換、リース用品（利用者
様の洋服）の補充など。 
※掃除や介護業務はありません。

給　与▶時給1,010円
時　間▶ 9:00～17:00
休　日▶ 土日祝他、年末年始
勤務先▶恵庭市

給　与▶時給1,100円
時　間▶ 8:30～17:00 ※短時間勤務相談可
休　日▶ 日祝、指定土曜日、他企業カレンダー有
勤務先▶恵庭市

仕　事▶ 金属部品製造機械の材料充填や機械操作等
給　与▶時給1,200円～ ※22時以降深夜割増有
時　間▶ 8:30～17:00 

※16:30～0：00、0:00～8:30の時間帯も有
休　日▶ 日祝、指定土曜日、他企業カレンダー有
勤務先▶恵庭市

資　格▶不問
期　間▶長期
待　遇▶ 各種保険完備・交通費規定支給

共
通
項
目

（細部は入口掲示板でご確認ください）

★勤務日数相談可能 ★希望休日申請可能

恵庭・その他 派 製造補助、ピッキング、間接業務、目視検査、金属部品製造

★新型コロナウイルス対策中
★未経験者歓迎!!

まずはお電話ください！
［担当者直通番号］
☎0123-23-5323

【採用担当者】

ジェラテリア ミルティーロ
千歳市長都2 ※JR長都駅から約3km

受付/8時～16時30分

期　間▶即日～9月30日
仕　事▶ 店内業務全般 

（接客、ジェラート盛り付け、清掃等） 
★ 盛りつけは従来の「ヘラ」を使用せ
ず、「ディッシャー」で行います。 
誰にでも簡単にできるお仕事です。

勤　務▶ 基本平日 ※週2～4日 
※土、日、祝、勤務できる方尚可

時　間▶ 11:00～18:30の間で実働5h 
例/ 11:00～16:00、 
12：30～17：30、 
13：30～18：30

給　与▶ 時給1000円～ 
※試用期間中/時給900円  
※最長1ヶ月、能力により短縮

待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与

短期販売

主婦(夫)の方歓迎！

1,000円～時
給

仕事終わりにジェラートが
食べられます♪

募集!!
スタッフ

千歳 パ 販売スタッフ


