
2022年10月14日（金） ちゃんと9

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

機械オペレーター募集!

《共通項目》
期　間▶10月～長期
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
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、正社員登用制
度有、喫煙ブース有（それ以外は禁煙）

②機械オペレーター  
★未経験者OK（機械操作をしてパンを成型します）
時　間▶ 9:00～18:00 

※休憩有、残業月/0～15h（応相談）
給　与▶ 時給970円 

※試用期間3ヶ月/時給920円

①製造スタッフ ★4時間～OK!
時　間▶ 6:00～翌3:00の間で応相談 ※4h～可 

※6h以上で休憩有、残業月/0～15h（応相談）
給　与▶ 時給920円 

※22:00～翌5:00/時給1,150円

セブン-イレブン・ジャパン向けの
パン生地製造をしている会社です。

★土日お休み! 
★昇給有!（人事考課による） 
★正社員登用制度有!

パン製造スタッフ（ライン作業）
恵庭 パ 製造スタッフ、機械オペレーター

期　間▶長期
仕　事▶ 牛乳・ソフトクリーム等の販売、接客、品出し、レジ打ち等
資　格▶ 未経験者・経験者共に歓迎、 

フルタイム・土日勤務できる方歓迎、学生不可
給　与▶ 時給960円～ ※試用期間3ヶ月/時給920円
時　間▶ 7:30～20:30の間で実働7.5h ※休憩1h 

①7:30～16:00　②10:00～18:00 
③12:00～20:30 
※残業通常は無し、繁忙期は月/10時間以内

休　日▶  月8～10日　※シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、社員割引有、空港施設内割引有、

制服貸与、有給休暇、喫煙所有
勤務先▶ Milk Stand 北海道興農社（新千歳空港国内線ターミナル2F）

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。【担当】田仲

Milk Stand 北海道興農社（北海道興農社）
千歳市美々 新千歳空港国内線ターミナルビル 2F

0145-26-2800【受付】平日 9:00～17:30

販売スタッフ 募
集

未経験者
 歓迎！

千歳 ア パ 販売

勤務時間・日数ご相談ください!

扶養内勤務可能！ 仕　事▶夜間の管理業務
給　与▶ 時給1,000円 

※22～翌5時/時給1,250円
時　間▶22:00～翌7:00　※休憩1.5h
休　日▶週休2日以上

千歳市青葉5丁目6-10ホテル サブリナ

仕　事▶客室清掃、備品補充
給　与▶ 時給980円～1,000円　 

※22時以降/時給1,225円～
時　間▶ ①7:00～19:00の間で6h程度 

②18:00～24:00　※休憩0.5～1h
勤　務▶週2～3日以上

【共通項目】
待　遇▶ 車通勤可、エプロン貸与、労災保険

有、雇用保険有（条件有）、休憩室禁煙

◆ 清掃スタッフ ◆ 管理スタッフ

まずはお電話ください。 26-7730

千歳 パ 清掃、管理

時 給

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）

［恵庭市戸磯］電子機器の部品製造 ★増員募集
仕　事▶ プリント配線基板検査・製造業務。素材の穴あ

けや、切断等、機械を使用した作業が中心です。
重労働はありません。

期　間▶ 即日～3ヶ月
資　格▶ 未経験者歓迎、資格不問
給　与▶ 時給1,300円 

※22時以降深夜割増（時給1,625円）
時　間▶ 8:30～17:00 ※休憩1時間15分 

20:30～翌5:00 ※休憩1時間40分 
※シフト制　※月45h程度の残業有

勤　務▶ 4勤2休または5勤2休（会社カレンダーによる）
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

無料P有、各社保完備、喫煙所有

製造スタッフ
★未経験者歓迎！
★しっかり稼ぎたい
　方にオススメ!

期間満了後5万円の報奨金支給! 急募

1,3001,3001,300

恵庭 派 部品製造

千歳市柏台南1丁目1-9
（株）

受付/9時～17時
担当/羽根田（はねだ） 0123-49-3366

まずはお気軽にお電話ください。 

期　間▶ 即日～翌3/31 
※雇用期間終了後原則更新(1年毎)

仕　事▶ 主にギフト用水産物の加工作業
（蟹の殻剥きや真空パック作業、お
弁当用具材の盛り付け等）

給　与▶ 時給940円～
時　間▶ 8:30～17:30 

※休憩1h　※残業月平均10h
休　日▶ 土日、他、会社カレンダーによる 

※ 繁忙期等、状況により土曜日勤務有
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通

勤可、社員登用有、屋内喫煙室有

誰にでもできる
簡単なお仕事です

千歳 パ 水産ギフト品加工

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ コープさっぽろの宅配システム「トドック」

の商品仕分けと配送車への積込み作業
資　格▶ 主婦（夫）・シニア歓迎
時　間▶7:00～9:30　※出勤時間要相談
給　与▶ 時給945円　※祝日勤務は時給＋30円 

※試採用期間3ヶ月/時給920円
勤　務▶週5日　　　
休　日▶土曜、日曜
待　遇▶ 各社保完備（試採用終了後）、車通勤可、 

交通費規定支給、制服貸与、 
慶弔見舞金等共済会、構内全面禁煙

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

〈受付〉月～金/9～21時　 土/9～18時　※日曜休み
0120-502-112トドック

コールセンター
■生活協同組合　〒066-0077 千歳市上長都3-1

コープ宅配システム
トドック千歳センター

朝の時間を
有効活用
しませんか？

20～50代の 
方が活躍中!

主婦（夫）、シニア、
未経験者大歓迎！

千歳 ア パ 仕分け・積込みスタッフ

札幌市中央区南1条東3丁目10-13 アイパスビル3F
■事業許可番号/労働者派遣事業 （派）10-300240札幌営業所

ブラステック 080-7756-8976（水戸）
0800-111-0501まずはお電話ください！随時登録受付中！

勤務先▶千歳市駒里
仕　事▶ PCを使用して書類（指示書、 

各種届出等）入力、作成
資　格▶車通勤できる方
期　間▶即日～翌8月31日頃
給　与▶時給1,350円
時　間▶ 9:00～17:00　 

※実働7h、休憩1h、残業なし
休　日▶土・日曜、祝日、他会社カレンダー
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、 

交通費規定支給、受動喫煙対策有

勤務先▶千歳市泉沢
仕　事▶洋菓子製造工場での製造補助
期　間▶即日～翌2月10日頃
給　与▶ 時給1,200円　 

※22時以降深夜割増有
時　間▶ ①7:30～16:30　②8:30～17:30 

③10:30～19:30　④14:30～23:30 
※実働7.83h、休憩1.17h、残業なし

休　日▶日曜、指定土曜（月1回）、他工場カレンダー
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、交通費規定支給、車通勤

可、時間帯により送迎有、受動喫煙対策有

書類の入力・作成・ファイリング製造補助

ご自宅近くまで伺います!

時給

コチラから折返しの電話をする場合があります ▶

千歳 派 製造補助、PC作業

オススメ
求人!

登録のみも
OK!1,200円～

出張面接OK！
時間・日数
応相談

まずはお気軽にお電話ください！

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

千歳・恵庭 委 配布員

【代理】配布員さん
急募!!

仕　事▶ 生活情報紙「ちゃんと」を、会社が
指定する地域に配布してもらうお
仕事です。 
※業務委託となります 
毎週木・金の2日間で500部程度
の配布をお願いします。

資　格▶ 年齢不問、自家用車をお持ちの方、
健康でまじめな方

勤　務▶ 毎週木・金曜の2日間で都合
の良い時間

給　与▶ 週給6,500円
時　間▶ 木曜/5:00～19:00、 

金曜/5:00～18:00 
上記時間の間で5～6h程度 
※ 状況により時間が変動する 
可能性がございます。

6,500円!!
500部配布で

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭市住吉町
2丁目1-3富士交通㈱
担当/金田一0123-33-6271

期　間▶ 雇用期間の定めなし 
（65歳から1年毎の更新制）

待　遇▶ 社保完備、試用期間3ヶ月有、喫煙所有

共通
項目

仕　事▶ 新千歳空港専属のタクシー運転手
時　間▶ 日勤/7:30～21:00の間で実働8h 

※休憩1h、残業有
勤　務▶シフト制
給　与▶ 月給18～30万円
資　格▶ 普通二種以上

〈正社員〉

空港専属 
タクシー 
乗務員

トラック
乗務員

〈正社員〉 仕　事▶ トラックでの配送業務
時　間▶ 7:00～16:00 

※休憩1h、早出、残業有
勤　務▶ 週5～6日 ※シフト制
給　与▶ 4t/月24万円～ 

8tクレーン付き/月25万円～ 
11tクレーン付き/月26万円～

資　格▶ 中型免許以上

恵庭 正 トラック・バス・タクシー乗務員

女性も活躍
できる♪

〈正社員〉

エコバス
乗務員

仕　事▶ 市内循環バスの運転業務 
（マイクロバス以上のバスを使用）

時　間▶ 6:30～20:00の間で 
早番・遅番有（実働8h） 
※休憩1h、残業有

勤　務▶シフト制
給　与▶ 月給20～26万円
資　格▶ 大型二種保持者

WEBで手軽に
おシゴト探し

いつもの
移動時間

検索ちゃんと 求人ナビ

でも

WEBなら

毎週木曜日
更新中！

https://chanto.biz/qnavi/

おシゴト探せる♪

事業許可番号/労働者派遣事業 
派 13-010538有料職業紹介13-ユ-010554

千歳市幸町6丁目18-3 
千歳駅前ビル2Fランスタッド株式会社 千歳支店

（受付時間/9:00～18:00）

050-1744-6601

食器洗浄
期　間▶即日～長期（3ヶ月以上）
仕　事▶ 食器を洗って、拭いて、片付けるだけ。
給　与▶ 時給1,009円 

月収例/169,512円（21日勤務の場合） 
※ 月収例は一例で保証するものでは 
ありません

時　間▶ ①8：00～17：00（実働8h 休憩1h） 
②9：00～18：00（実働8h 休憩1h） 
※①、②いずれか固定。　※残業なし 
ご希望の時間帯をお教えください。

カトラリー類のセット
期　間▶11月～長期（3ヶ月以上）
仕　事▶ お弁当用スプーン・フォーク、ソース・ 

ケチャップ等をトレーに並べるお仕事。
給　与▶ 時給1,100円 

月収例/184,800円（21日勤務の場合） 
※ 月収例は一例で保証するものでは 
ありません

時　間▶ ①7：30～16：30（実働8h 休憩1h） 
②9：00～18：00（実働8h 休憩1h） 
※①、②いずれか固定。　※残業なし 
ご希望の時間帯をお教えください。

【共通項目】
休　日▶ 週休2日　※シフト制
待　遇▶ 各種社会保険完備、交通費規定支給、 

屋内禁煙（喫煙所有） 
※詳細は面談にてお伝えします。

勤務先▶ 千歳市

＊ 入社日相談OK‼
＊ ２０～６０代、男女問わず幅広い
年齢層が活躍！

社員食堂のお仕事
期　間▶即日～長期（3ヶ月以上）
仕　事▶ メニューやレシピに沿ったカンタンな

調理補助や盛りつけ。
給　与▶ 時給1,100円 

月収例/184,800円（21日勤務の場合） 
※ 月収例は一例で保証するものでは 
ありません

時　間▶ 7：30～16：30（実働8h 休憩1h） 
※残業なし

JR新千歳空港駅より 
徒歩8分♪

＼長期！カンタン軽作業／

千歳 契 食器洗浄派 カトラリー類のセッティング、社員食堂


