
2022年10月21日（金）ちゃんと 12

［担当］大野070-8805-3677
〒066-0028 千歳市花園5丁目7-3-103シダックス大新東ヒューマンサービス㈱ 千歳営業所

［担当］荒川070-4510-0065

《共通項目》期　間▶半年毎の更新（長期）　　待　遇▶ 交通費支給、制服貸与、敷地内禁煙、契/社会保険完備

給食調理員 募集!
勤務先／ 千歳市給食センター 

（千歳市流通3丁目1-11）
勤務先／ 千歳市認定こども園ひまわり 

（千歳市新富2丁目4-60）

パ
ー
ト

①
契
約
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員
②
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ー
ト

仕　事▶調理・調理補助・洗浄・清掃 
資　格▶不問、65歳未満（定年雇い止めの為）
給　与▶ 時給920円
時　間▶ ①8:00～11:30　②8:00～13:30　 

③8:00～15:30 
※シフト制　※週20～30h程度の勤務 
※残業なし（状況によっては延長の可能性有）

休　日▶ 週3日～　※応相談

給　与▶ ①月給165,000円～　 
②時給920円～

時　間▶ ①8:00～16:30（実働7.5h） 
②8:00～12:00、8:00～15:00（休憩1h） 
※シフト制　 
※残業なし（状況によっては延長の可能性有）

勤　務▶月～金　　　
休　日▶ 土・日・祝

履歴書（写真貼付）を郵送ください。追って面接日をお知らせします。

千歳 契 パ 調理員

パーラー恵み野

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。

 0123-36-4114
恵庭市恵み野西1丁目4番
受付/平日9～17時

◆ 駐車場スタッフ/恵庭市・北広島市
仕　事▶ 駐車場のゴミ拾い・分別等、その他、 

店内床のモップ拭き
給　与▶時給920円
時　間▶ 7:30～12:00 

※休憩15分、基本残業なし
勤　務▶週3日程度

《共通項目》
期　間▶雇用期間の定め無し
資　格▶ 未経験者歓迎
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、車通勤可、 

受動喫煙対策無し
勤務先▶ 恵庭市恵み野西1丁目4 

北広島市中央3丁目6-1

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960円
時　間▶ 9:00～15:00の間で3～5h程度 

※休憩15～30分、基本残業なし
勤　務▶週2～4日

◆ 厨房スタッフ/恵庭市

スタッフ募集!駐車場 厨房 時間
応相談

恵庭・北広島 パ 清掃、厨房

◆札幌工場（恵庭市戸磯47-7）
期　間▶即日～長期
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶ 9:00～18:00、10:00～19:00、22:00～翌7:00 

※休憩1h、残業月20h程度、時間前後要相談
給　与▶ 時給920円～ 

※22:00～翌5:00/深夜手当有
休　日▶週2日　※シフト制
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、喫煙室有

製造

株式会社エフビーエス
〒061-1405　恵庭市戸磯47-7札幌工場

 31-0900
まずはお気軽にお電話ください。

受付/9～17時 
担当/原田・本間

パン

セブン-イレブン・ジャパン向けパンの 
製造をしている会社です。

スタッフ募集

パンが
 良い匂い♪

恵庭 パ 製造

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20 第12ふじやビル4F

22-5280 採用係応募

期　間▶長期（1年毎の更新制）
仕　事▶新千歳空港内 日常清掃
時　間▶ ①【商業施設エリア内ごみ回収等】 

　7:30～16:30、12:00～21:00 ※実働7.5h 
②【商業施設エリア内トイレ清掃】 
　8:30～17:30、11:00～20:00 ※実働7.5h 
③【スーパーラウンジの清掃】 
　14:00～19:00 ※実働4h 
④【フードコート内の清掃】 
　14:00～20:30 ※実働5.5h 
⑤【商業施設エリア内のトイレ清掃】 
　19:00～22:00 ※実働3h 
⑥【商業施設エリア共用部清掃】 
　21:00～翌1:00 ※実働4h 
※いずれも休憩1h、残業なし

給　与▶ ①②③④⑥/時給920円 ⑤/時給1,000円 
※22時以降深夜割増有 ※試用期間/時給920円

休　日▶シフト制 ※応相談
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、交通費規定支給、喫煙スペース有
勤務先▶新千歳空港旅客ターミナル

日常
清掃

③④⑤  
急募

1,000時給
920～ 円

千歳 パ 清掃

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

ちゃんと 検索

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 利用者の方々に、箱折りや封筒作り、ネット販売

の梱包、発送業務等の指導をするお仕事です。
資　格▶ 年齢・学歴不問、要普通自動車免許、Excel等の標準

的な知識がある方歓迎、福祉業務に興味がある方
給　与▶ 基本給170,000～230,000円 

+処遇改善手当7,500円以上 
※試用期間6ヵ月/時給950円

時　間▶9:00～17:00　※休憩1h、残業なし
休　日▶ 土日　※年間休日115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

就労支援B型事業所 ジョブタス千歳勇舞事業所 千歳市勇舞6丁目7番地2
◆事業所番号/0111100905

まずはお気軽にお電話ください。

0123-29-4980

指導員募集！
福祉のお仕事に
興味のある方を

歓迎します

千歳 正 B型職業指導員

勤務時間 11月時給 11月深夜時給  
（22～翌5時） 12月時給

12月深夜時給  
（22～翌5時） 特別手当 送迎

1 14:00～21:00（休憩1h）
- - 1,150円 -

12/20～27は
1日 

2,000円！！ 
さらに！！ 

土日出勤特別手当 
1日500円!!

-
2 14:00～19:00（休憩なし） -
3 9:00～13:00（休憩なし） 950円 - 1,050円 - -
4 16:00～19:00（休憩なし）

1,100円 - 1,150円 - 千歳
5 16:00～23:00（休憩1h） 1,375円 1,438円 千歳
6 19:30～23:00（休憩なし）

1,050円 1,313円 1,300円 1,625円 千歳・恵庭
7 19:30～翌4:00（休憩1h） 1,500円 1,875円 千歳・恵庭
8 20:00～翌1:00（休憩なし）

1,100円 1,375円 1,400円 1,750円 -
9 21:00～翌1:00（休憩なし） -
10 21:00～翌4:00（休憩1h） 1,500円 1,875円 -
11 23:00～翌4:00（休憩1h）

1,050円 1,313円 1,400円 1,750円
千歳・恵庭

12 23:00～翌8:00（休憩1h） -
13 5:00～8:00（休憩なし） - 1,200円 - -

期　間▶11～12月の2ヶ月間　※単月可
時　間▶表参照　※残業0～30分/1日
給　与▶ 表参照　※22時以降深夜割増有

毎年恒例！ヤマト運輸の
年末短期スタッフ

単月もOK!11月・12月の2ヶ月間

大募集！！400名

千歳市泉沢1007-206ヤマト運輸株式会社 千歳ベース 0123-48-3812 担当/
越川・大沼

今
週
の
面
接
会

まずは面接会へ
お越しください！

写真付き履歴書と黒ボールペンをご持参のうえ、お気軽に会場へお越しください♪

の5日間!金10月21日 月～24日
千歳ベース 10時 / 14時 / 19時 10/21（金）～24（月）・27（木）
恵庭市民会館 16時 / 18時 10/22（土）・23（日）・27（木）

木・27日 末
広
大
通

幼
稚
園

駅
大
通

JR千歳駅
千歳ステーション

プラザ
千歳郵便局

鉄北通

中央大通←札幌 苫小牧→

交番

●各回とも開始時間の5分前までに会場へお越しください。
※ 都合により恵庭市民会館での面接会は中止になることが 
ございます。ご了承ください。

● 日中開催の接会には千歳駅裏発の送迎バスをご利用いただけます！
● 千歳ベース10時開催は9:12発のバス、14時開催は13:12発のバスにご乗車ください！

未経験者、主婦（夫）、Wワーク、学生大歓迎!!

勤　務▶ 週3～5日　※応相談
待　遇▶  ヘルメット・安全靴貸与、送迎バス有、車通勤可（時間外の場合交通費規定

支給有）、施設内禁煙（屋外に喫煙スペース有）
◆宅急便仕分けスタッフ（アルバイト）

千歳 ア 宅急便等の仕分け作業


