
2022年10月28日（金）ちゃんと 14

向陽台店

仕　事▶ デリカのパック詰め、品出し、清掃作業
時　間▶ 17:00～21:00
給　与▶時給920円

仕　事▶魚のパック詰め、品出し等
時　間▶ 7:30～11:30 ※休憩、残業なし
給　与▶ 時給945円 

※試採用期間3ヶ月/時給920円

まずは、お気軽にお電話ください。

デリカ・清掃/アルバイト

水産/パート

千歳市白樺2-3
向陽台店

 0123-28-3511担当/藤原

《共通項目》
期　間▶3ヶ月毎の更新
勤　務▶週3～5日
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

有給休暇、施設内禁煙

学生
OK

千歳 ア デリカ・清掃パ 水産

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▶即日～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▶1年毎の更新制
仕　事▶ ⓐ馬が別棟にいる間に、敷いてあるワラを取

　り替える作業 
ⓑエサが入っている器の洗浄 
ⓒ厩舎および厩舎周辺の掃き掃除

時　間▶ 6:00～9:00（実働3h）、 
6:00～16:30（実働8h)　※休憩2.5h、残業無し 
※ 勤務地によって就業時間が異なる場合が
ございます。

給　与▶ 時給1,000円
勤　務▶ 週5日または週6日　※選択可
休　日▶ ［週5日勤務］週休2日制（日曜、他1日） 

［週6日勤務］日曜定休、夏季・冬季休暇
待　遇▶ 労災保険、車通勤可、交通費規定支給、夏季・冬

季ミニボーナス有、忘年会等のイベント有、定
期健康診断、食堂利用可、屋外喫煙スペース有

勤務先▶ ノーザンファーム早来（勇払郡安平町早来源武275） 
ノーザンファーム空港（苫小牧市美沢114-2）勇払郡安平町早来源武275

 0120-15-1143
行こう！ いいホース

応 募

面接日は相談の上決定します。まずはご連絡ください！

■■■■牧 場 作 業
スタッフ募集!!

して
みませんか？

★WワークOK！　★年2回ミニボーナス支給！

その他 パ 牧場作業

週5日 or 週6日
働き方選べます!

職場見学
まずは

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

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
仕　事▶ 食器を洗って、拭いて、片付けるだけ。 

ゴム手袋で手あれの心配もなし。
給　与▶ 時給1,009円　月収169,512円 

（1,009円×1日8h×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） 
※希望の時間選択OK！　※残業なし

休　日▶週休2日制（シフト制）
勤務先▶千歳市

カーレンタル受付
仕　事▶ お客様のご来店受付、車までご案内など。

ひとり立ちするまで、マンツーマンの
手厚い研修あり。

給　与▶ 時給1,150円　月収193,200円 
（1,150円×1日8h×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▶ 8:00～20:00 
（上記時間内で実働8h 休憩1h 残業なし）

休　日▶ 週休2日制（シフト制） 
※休み希望制度あり。

勤務先▶新千歳空港近郊

【共通項目】
期　間▶ 即日～長期（3ヶ月以上） 

※入社日相談OK
待　遇▶ 各種社会保険完備、交通費規定支給、

屋内禁煙（喫煙所あり） 
※詳細は面談にてお伝えします

プラスチック製品の修正
仕　事▶キズ・バリ・気泡などをチェックして、
　　　　一つ一つ手作業で仕上げるお仕事。
給　与▶ 時給1,000円　月収168,000円 

（1,000円×1日8h×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▶ 8:25～17:20 
（実働8h 休憩55分 残業月10～20h程度有）

休　日▶土日祝、他。年末年始などに連休あり。
勤務先▶恵庭市

ランスタッド社員常駐で安心
働きやすい環境がここにあります。契約社員募集

千歳・恵庭 契 食器洗浄、修正、受付

WEB応募は24時間受付中!
お仕事の詳細はこちら▶

電話連絡の上、写真付 
履歴書をお持ちください。 
委細は面談にて。 

新型コロナウイルスの感染予防対策をしています。

ローソン自衛隊北千歳駐屯地店 千歳市北信濃724

◆北千歳駐屯地内店舗
期　間▶6ヶ月毎の更新（長期）
仕　事▶店内業務全般
資　格▶  車通勤可能な方、 

ダブルワーク・シニア・学生可
時　間▶ 6:00～11:00 

※ 休憩なし、残業なし
給　与▶ 時給940円
勤　務▶  週2日～ ※応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、 

社会保険有、敷地内禁煙
勤務先▶ 陸上自衛隊北千歳駐屯地内 

（千歳市北信濃724） 
※中央バス「北千歳駐屯地前」停すぐ

42-2121

Wワーク
シニア
学生ＯＫ!!

駐屯地内の 
ローソンで
働こう!!

普段は入れない場所で、ちょっと働いてみませんか？
千歳 パ 店内業務

〈正社員〉

エコバス
乗務員

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25万円～ 

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

女性も活躍
できる♪

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▶ 6:30～22:00の間で 
早番・遅番有（実働8h） 
※休憩2h、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

恵庭 正 トラック・バス・タクシー乗務員

仕　事▶ 通所リハビリ送迎時の乗降介助、 
リハビリテーション実施時の補助業務

資　格▶ 未経験者可
給　与▶ 時給950円
時　間▶  7:30～18:00の中で8h勤務（シフト） 

※詳細は面談時にお伝えします。　 
※残業なし

休　日▶土・日曜・祝日 応募はこちら
でも可能です

〒066-0034 千歳市富丘1丁目618-6  医療法人社団 豊友会 千歳豊友会病院 人事担当宛

24-4191◎電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。 （医）豊友会 

千歳豊友会病院
Chitose Houyukai Hospital

https://www.foryou-hp.or.jpウェブサイトもご覧ください▶

ケアマネージャー 正社員

看護師（外来業務） 準職員

仕　事▶  入院患者の薬剤師業務
給　与▶  月給273,000円～
時　間▶  ①8:45～17:30（月・火・木・金） 

②8:45～12:45（水・土）　※残業なし
休　日▶日曜・祝日

仕　事▶  ケアマネージャー業務
給　与▶  月給184,000円～
時　間▶  ①8:45～17:30（月・火・木・金） 

②8:45～12:45（水・土）　※残業なし
休　日▶日曜・祝日

仕　事▶外来患者の看護業務
給　与▶時給1,500円
時　間▶   ①8:45～17:30（月・火・木・金） 

②8:45～12:45（水・土）　※残業なし
休　日▶ 日曜・祝日

通所リハビリアシスタント 準職員看護師（透析業務） 準職員

仕　事▶透析患者の看護業務
給　与▶時給1,500円
時　間▶ ①8:30～12:15　②9:00～17:45 

③9:45～18:30　④8:45～18:30 
※残業なし

休　日▶シフト制（4週8休+祝日）

千歳 正 薬剤師、ケアマネージャー準 通所リハビリアシスタント、看護師（透析・外来業務）

薬剤師 正社員

《共通項目》
期　間▶長期 
待　遇▶ 交通費規定支給、 

車通勤可、制服貸与、 
受動喫煙対策有（施設内禁煙）

　　　　　　　　共通項目
期　間▶雇用期間の定めなし
時　間▶ 17:30～22:00の間 

※18:00～も可 応相談 
※ 残業なし ※深夜割増有

待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、休憩室禁煙

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1,250円
勤　務▶週3～5日程度

仕　事▶ 洗い場兼調理補助
資　格▶ 調理経験のある方優遇
給　与▶時給950円
勤　務▶週1～2日

 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。

千歳市幸町2丁目3-2

◆ホールスタッフ

◆洗い場兼調理補助

年齢幅広く
活躍できます!!

ホールスタッフ
1,250円

時
給
洗い場兼調理補助
時
給

募
集950円

千歳 ア ホールパ 洗い場兼調理補助

お仕事
ファイル

体力

気遣い度

コミュニケーション能力

老人ホームなどの施設や個人宅にて介護業務を行う職業。主に食事や排泄
などの手助けする身体介護と、家事全般のお手伝いをする生活援助を行う。

あったら
いいかも
資格

あったら
いいかも
スキル

生
活
を
支
え
、心
と
身
体
も

ケ
ア
す
る

●初任者研修修了以上

介護士・ヘルパー

北海道東急ビルマネジメント㈱
千歳・苫小牧営業所

〒066-0027 千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F

担当/
スズキ0123-22-1090

問合せだけでもOK、まずはお電話ください。

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶ 清掃員
給　与▶ 時給930円
時　間▶  7:30～16:00（実働7.5h） 

※休憩1h
休　日▶ 土日祝・年末年始、他学校閉庁日 

※ 一部土・日・祝日に学校行事があ
る際は、出勤の場合があります。

待　遇▶ 社会保険対応、 
交通費規定支給、敷地内禁煙

勤務先▶ 北陽小学校

清掃員さん募集!
千歳 契 小学校清掃員


