
2022年7月22日（金）ちゃんと 12

㈱北海道グリーンハウス
札幌市中央区北3条西2丁目8番地　さっけんビル2F

担当/おぐら☎011-232-2430
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。面接は勤務先で行います。

早番手当早番手当支給！支給！給　与▶︎時給1,000〜1,100円
時　間▶︎�5:00〜14:00、�

10:00〜19:30（実働8h）　※シフト制
勤　務▶︎週3〜5日

❷調理補助/パート

❸食器洗浄/パート
給　与▶︎時給891円
時　間▶︎�17:00〜19:30(実働2.5h)�

18:00〜19:30(実働1.5h)
勤　務▶︎シフト制　※固定勤務も可

資　格▶︎調理師免許
給　与▶︎月240,000円　（みなし残業代60,030円含む）
時　間▶︎�5:00〜19:30（実働8h）
休　日▶︎シフト制　※月8日程度
待　遇▶︎賞与年2回、寒冷地手当支給

❶調理/契約社員

勤務先▶︎恵庭南病院
待　遇▶︎�各社保完備（時間数による）、交通費規定支給、�

制服貸与、車通勤可

《全体共通項目》

契約社員・パート募集！契約社員・パート募集！
恵庭 契 調理パ 調理補助、食器洗浄

 レストラン接客
コース売店スタッフ

小樽市稲穂1-3-6
サンモール1番街株式会社ニュー三幸Since1954

期　間▶︎11月中旬まで
資　格▶︎�公共交通機関がない為、車通勤できる方
給　与▶︎�①時給950円〜��

②④時給900円〜��
③時給1,200円〜�
※③は試用期間2ヶ月有/時給1,000円

時　間▶︎�(a)6:00〜12:00�(b)9:00〜16:00�
※その他6:00〜18:00の間で6h勤務

勤　務▶︎�週3〜5日�※応相談
待　遇▶︎�交通費規定支給、制服貸与、�

食事補助有（1食220円）
勤務先▶︎��恵庭カントリー倶楽部�クラブハウス内�

レストラン（恵庭市盤尻53番地2）

【受付/9〜17時】
 ※12〜14時は除く

まずは、お気軽にお電話ください。
☎0123-32-3311

①レストラン接客 ②調理補助・洗い場
③調理スタッフ（調理師免許保有者） ④コース売店スタッフ

恵庭カントリー倶楽部恵庭カントリー倶楽部のの

ゴルフ場レストランゴルフ場レストラン

食事補助
あります!

恵庭 ア パ 接客、調理、調理補助、売店

急募 仕　事▶︎�①バイクまたは軽四輪で郵便物等の配達�
②郵便局内で郵便物等の仕分け

資　格▶︎�自力通勤可能な方、①は普通自動車免許または
自動二輪免許（原付可）

給　与▶︎�①時給1,100円�
　※契約更新後の最高時給1,550円�
②時給910円�
　※契約更新後の最高時給1,070円

時　間▶︎��①8:00〜21:00の間で8時間勤務�
�②6:00〜20:00の間で3〜8時間勤務�
　※勤務時間外労働有�
　※詳細については別途説明

勤　務▶︎�週平均5日（シフト制）
期　間▶︎�長期/6か月（試用期間2か月有）�

※契約更新制度有
待　遇▶︎�①のみ制服貸与、交通費規定支給、社会保険制度有、�

契約更新後/�昇給制度・有給休暇制度・�
賞与・正社員登用制度有

☎�0570-943-489
※ナビダイヤル:その他3番の3をお選びください。

受付/平日9時〜17時　担当/星・白鳥

未経験者歓迎！　お気軽にお電話ください！

恵庭郵便局 スタッフ募集！

恵庭市住吉町2丁目5-12
日本郵便 株式会社 恵庭郵便局

恵庭 契 配達、仕分け

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▶︎�22:00〜翌7:00
給　与▶︎�時給1,113円〜
勤　務▶︎�週3日〜相談OK�

たくさん働きたい方も応相談
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。

☎37-8355 担当/佐々木
【受付時間/10時〜18時】

急募！急募！

恵庭島松東町店�
恵庭市�
島松東町�
3-7-8

島松東町店島松東町店 店内業務 
スタッフ募集！

恵庭 ア パ 店内業務

フリーターさんフリーターさん
主婦（夫）さん主婦（夫）さん 歓迎!!歓迎!!

社会福祉法人追分あけぼの会 安平町追分
青葉1丁目102番地

◆特別養護老人ホーム追分陽光苑/【正・契】
給　与▶︎��正/月給180,400〜242,400円�

契/月給205,391〜213,528円
時　間▶︎7:45〜16:30、9:15〜18:00�
休　日▶︎��シフト制　※月9〜10日

☎0145-25-2233 担当/小林、木村
まずはお気軽にお電話ください。委細面談。 

資　格▶︎�看護師、准看護師資格、�
看護経験あれば尚可、�
59歳以下（定年雇用止めの為）

待　遇▶︎�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�
無料P有、昇給・賞与、各種手当有

◆追分陽光苑デイサービスセンター/【契】
給　与▶︎�月給205,391〜213,528円�
時　間▶︎�8:00〜16:45
休　日▶︎�土・日、正月休み有　※月9〜10日
《全体共通項目》

看護職員看護職員急募!急募!
安平 正 契 看護職員

未経験者 未経験者 
歓迎歓迎

札幌市中央区南1条東2丁目11-4 ミナミ1条タカハタビル8階
キョウワプロテック㈱札幌事業所

食器洗浄食器洗浄
スタッフ 増 員 募 集スタッフ 増 員 募 集

時　間▶︎�①9:30〜18:45（実働7.5h）�
②14:45〜18:45（実働4h）

給　与▶︎�時給900円〜
休　日▶︎�週2〜3日程度（シフトによる）�

※�希望休考慮致します。
待　遇▶︎�制服貸与、交通費規定支給、社保（法定によ

る）、車通勤可(無料駐車場完備)
勤務先▶︎�陸上自衛隊東千歳駐屯地内食堂

入社祝い金入社祝い金
1万円1万円支給支給

※規定有※規定有

平日のみの早 朝 2 hの  
ショートプランもございます！

早朝手当有早朝手当有 委細面談委細面談

千歳市内他の物件も募集中です!ご希望の地域をお伝えください。

☎011-207-0911☎011-207-0911 担当/能登

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は千歳、恵庭市内で行います。土日祝も随時受付中!

千歳 パ 食器洗浄

山崎製パン㈱札幌工場 恵庭市恵南10-1

まずは、お気軽にお電話ください。

◆ 昇給・賞与有 ◆ 社保完備
◉JR恵庭駅から無料送迎有 ※時間による

時　間▶︎�昼勤/8:00〜16:30（休憩1h）、�
9:00〜17:30�

夜勤/19:00〜翌3:30（休憩1h）�
※�生産量に応じ、�
2h程度の残業の可能性有

勤　務▶︎週3〜4日
資　格▶︎�未経験者歓迎�※食品衛生上マニキュア・�

付け爪・ひげは禁止、貴金属類の着用不可
給　与▶︎�昼勤/時給980円�夜勤/時給1,020円�

�※22〜翌5時は深夜時給1,275円�
※残業手当支給（7.5h以上勤務の場合）

★JRサッポロビール園駅より徒歩15分
☎0123-34-1128《受付》9〜18時

人事採用担当まで

地域社員登用有
詳細はコチラ

●�� �主婦（夫）・学生・�
フリーター歓迎!!

●�安心・安定の環境で�
一緒に頑張りましょう！

アルバイトも同時募集!!アルバイトも同時募集!!

恵庭 パ パン・和洋菓子・弁当等の製造補助、仕分け

6月操業の新工場です

スタッフ4名増員4名増員募集！

まずはお気軽にお電話ください。�
※面接日、入社日、休日や夕方以降の面接も応相談。応募の秘密は厳守いたします。

仕　事▶︎�ホテルで使用されるシーツやタオルなどの入荷・洗濯〜
乾燥、ロール機投入、ハンガーアップ、たたみ、プレス、�
出荷準備等。一部設備トラブル対応や、縫製業務も有。

資　格▶︎未経験者歓迎
給　与▶︎月190,000円〜
時　間▶︎8:30〜17:30　※実働8h　休憩1h
休　日▶︎月8〜9日　※年間休日107日
待　遇▶︎�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、無料駐車場有、�

昇給有、残業手当、皆勤手当、有給休暇、慶弔休暇、�
試用期間2ヶ月(同条件）

勤務先▶︎千歳市上長都4番地3

◆�リネン工場の生産スタッフ

�080-7958-2936 採用担当千歳市上長都4番地3

◆ 当社は、連結売上高900億円以上、グループ連結従業員6,000名以上の、不動産総合マネジメント会社である「ザイマックスグループ」の一員です。

株式会社　ザイマックスカレス北海道

★  一 緒に働きやすい 環 境を作ってくれる、新しい仲 間を大募 集！
★  安定 企 業の 一員として活 躍してください！

未経験者も 未経験者も 
大歓迎大歓迎

新しい環境で 新しい環境で 
気持ちよく働けます♪気持ちよく働けます♪

千歳 契 リネン工場の生産

WEBサイトで手軽におシゴト探せます

まずはアクセス！

外出先でも

検索ちゃんと 求人ナビ
https://chanto.biz/qnavi/

WEB限定

公開案件も有!

いつもの
移動時間

でも

勤務先▶︎新千歳空港/千歳市美々
仕　事▶︎�新千歳空港内にて、各店舗への荷物の配達
期　間▶︎�即日〜長期　　
資　格▶︎�未経験者歓迎
給　与▶︎�時給1,000円
時　間▶︎�5:30〜14:30、9:00〜18:00�※実働8h�

※出勤時間・勤務時間は応相談
勤　務▶︎�週4日〜�※応相談
待　遇▶︎�各社保完備（勤務による)、�

交通費規定支給、車通勤可、週払い制度有

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）

★★荷物の積み替え・積み下ろしなし荷物の積み替え・積み下ろしなし!!
★�★�お客様と接することがないので�お客様と接することがないので�
もくもくと働けるもくもくと働ける!!

時給時給1,0001,000円円

台車にセットされた荷物を台車にセットされた荷物を

空港内の各店舗へ配達する仕事です。空港内の各店舗へ配達する仕事です。

学生も可！

千歳 派 配達

仕　事▶︎店頭販売�※簡単な厨房作業もあります。
資　格▶︎�未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶︎�時給900円〜
時　間▶︎�①9:00〜14:00�（実働5h）�

②14:00〜19:00�（実働5h）�
③15:00〜19:00�（実働4h）�
※シフト制�※応相談

勤　務▶︎週2〜4日�※火曜定休日
待　遇▶︎雇用保険（時間による）、車通勤可、制服貸与
勤務先▶︎�bakery�BOB�GEORGE�

（恵庭市住吉町1丁目1-1）

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は恵庭市の系列飲食店にて行います

�090-8900-0296 担当/脇田
受付時間/11:00〜17:00

BOB GEORGEBOB GEORGE

女性 女性 

大歓迎☆大歓迎☆

(株)ハイハット 【恵庭事業所】恵庭市漁町179番地

多忙につき多忙につき販売スタッフ販売スタッフ

募 集！募 集！

恵庭 ア パ 販売スタッフ
恵 庭 市 内恵 庭 市 内 のの ベーカリー店ベーカリー店 ボブ★ジョージボブ★ジョージ


