
2022年11月18日（金）ちゃんと 10

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 ※休憩、残業なし
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

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

恵庭市北柏木町3丁目26
千歳市美々1292番地39号

恵庭営業所
千歳営業所

仕　事▶①建設機械の軽整備、営業 ②一般事務、受付業務他
資　格▶ ①高卒以上、未経験者歓迎、経験者優遇、 

　要普免、中型免許（入社後に会社負担にて取得） 
②パソコン操作出来る方

給　与▶ ①月205,805円(15h分固定残業代21,000
　円を含む) ※職務経験者優遇 
②月174,780円 ※職務経験者優遇

時　間▶  8:00～17:30（実働8h、シフト制） 
※休憩1.5h ①残業月/20～30h ②残業なし

休　日▶ 日曜、祝日他、GW、夏季・冬季休暇 
※土曜日は隔週休み 
★冬季リフレッシュ休暇有

待　遇▶ 各社保完備、昇給年1回、賞与年2回、交通費規定支
給、車通勤可、諸手当（超過勤務、通勤、営業、家族、住
宅）有、資格取得制度有、施設内禁煙、屋外喫煙可

勤務先▶①恵庭、千歳 ②恵庭

①軽整備・営業 正社員募集②事務

冬季リフレッシュ休暇有（5日～9日連続必取）

[履歴書送付先]
〒007-0824 札幌市東区東雁来4条1丁目1番37号
富士レンタル株式会社 営業部

011-786-5401
http://www.fujirental.co.jp/contact/お問合せフォーム

担当/鬼原（キハラ）

お電話にてご連絡の上、下記の住所まで写真付き履歴書を
郵送ください。書類選考後、試験日時等ご案内致します。

「Q人ナビを見ました」とお伝え頂くとスムーズです。
（メールの方は一言添えてください）

充実の好待遇！ 資格取得制度でスキルアップも！応募

千歳・恵庭 正 軽整備、営業、事務 千歳・恵庭 契 タクシードライバー

0123-32-1888
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

【担当】佐々木
【受付】9～17時

❷おせち料理製造

㈱紀文食品 恵庭工場
■水産練製品製造・販売

恵庭市戸磯201番14（恵庭テクノパーク内）

❷おせち料理製造スタッフ
仕　事▶ おせち料理を詰める等の簡単な補助作業など
給　与▶ [12月24日～26日]時給1,050円 

[12月27日～29日]時給1,100円 
※6日間すべて勤務の方にはプラス5,000円支給

期　間▶ ①12月24日（土）～12月29日（木） 6日間 
②12月25日（日）～12月29日（木） 5日間 
③12月26日（月）～12月29日（木） 4日間 
④12月27日（火）～12月29日（木） 3日間 
⑤12月28日（水）～12月29日（木） 2日間 
★上記の中で選べます！

時　間▶ 8:30～17:30 
※休憩1h、残業は生産状況により1日0～1h程度 
※但し最終日12月29日（木）は16：00終了予定 
※生産状況により残業や変更になる場合有

❶食品製造補助・梱包スタッフ
仕　事▶ かまぼこ･なると巻き等の包装、箱詰め作業など
給　与▶時給1,050円
期　間▶  ①即日～12月29日（木） 

②12月9日（金）～12月29日（木）
時　間▶ 9:00～18:00 

※休憩1h、残業は生産状況により1日0～1h程度 
※生産状況により残業や変更になる場合有

休　日▶ 日曜・水曜 
※但し、12月25日（日）・28日（水）は出勤 
※生産状況により変更になる場合が有年末

恒例

毎年人気のお仕事!

❶食品製造補助・梱包

50名大募集!

短期スタッフ

初めての方も
リピーターの方も大歓迎!!

共通
項目

資　格▶ 未経験者歓迎 ※食品製造業のため、ピアス・
マニキュア・付け爪・ひげ等禁止

待　遇▶ 車通勤可、交通費規定支給、制服貸与、喫煙室有 

期間が選べる！
冬休み・学生バイトもOK!

恵庭 ア ①食品製造補助・梱包スタッフ②おせち料理製造スタッフ

札幌市東区北34条東20丁目5番11号三好梱包商事㈲派遣事業部一般労働者派遣事業(派01-301226)

お電話の上、面接時に 
写真付履歴書をお持ちください。

（札幌本社） 011-787-3443
0123-22-4368（千歳事業所）

 miyoshi-konpou-3443@m7.dion.ne.jp

高時給1,440円　 ◆無期雇用契約制度有

経験者募集!!
20～40代の男性仲間が
大勢働いています！

期　間▶2023年3月末まで（延長の場合有）
給　与▶ 時給1,440円 （別途残業時給1,800円）
時　間▶ 8:00～17:00 （実働8h） ※残業有
休　日▶ 土日祝、年末年始、GW、お盆
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇10日（6ヶ月後付与）、 

制服貸与、交通費規定支給、受動喫煙対策有
勤務先▶ 千歳市上長都 （株）IHIアグリテック構内

お電話お待ち
しています！  

千歳 派 農機製造作業

①組立・部品の仕分・運搬
②半自動溶接
③プレスマシンオペレーター

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
\ 3ヶ月の /

短 期

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

仕　事▶ 朝食の盛り付け、補助等
時　間▶ 5:00～10:00の間で実働3h～　※残業なし
給　与▶時給920円～
勤　務▶週2～3日　※応相談
勤務先▶クイーンズホテル

仕　事▶ ベッドメイキング
時　間▶ 9:30～15:30　※実働5.25h　※残業なし
給　与▶ 時給920円～　 

※経験者優遇　※土日祝手当500円/1日
勤　務▶週3日～　※応相談
勤務先▶ 千歳第一ホテル

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

 0123-27-2000
千歳第一ホテル 千歳市幸町4丁目25-1

期　間▶雇用期間の定めなし
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、 

喫煙スペースなし（喫煙可能な客室有）

共通
項目

簡単なお仕事から始めるので 
未経験者でも大丈夫!

千歳 ア パ ベッドメイク、朝食スタッフ

恵庭市恵南1番地
〒061-1411㈱ロバパン恵庭

工場

32-4346 受付/月～金 8:30～17:30 
担当/やまだ・うえだ

★昨年の経験者は面接不要です。  
★ 定員に達したら締切りますので、 
例年お越しの方もお早めに 
お申し込みください。

新型コロナウイルス感染症対策を実施しております。資　格▶ 18歳以上（高校生不可）、未経験者大歓迎、長時間の立ち仕事に支障がない方
待　遇▶ 恵庭市内送迎バス有、交通費規定額別途支給、制服・作業靴等貸与、無料駐車場完備、分煙（休憩室に喫煙スペース有）共通項目

最大 最大
皆勤特別
手当!!

皆勤特別
手当!! 3,000円8,000円 4,000円皆勤特別

手当!!

期　間▶ 11/24（木）～12/24（土）
給　与▶ 時給1,050円 

（22～翌5時は時給1,313円）
時　間▶ 9:00～18:00
休　日▶ 週2日（基本土日）

期　間▶ 12/21（水）～12/23（金） 
12/19～12/24も来られる方歓迎

給　与▶ 時給1,100円 
（22～翌5時は時給1,375円）

時　間▶ 2021年の実績を目安にしてくだ
さい。　※上記表参照

期　間▶ 12/20（火）～12/23（金）
給　与▶ 時給1,050円 

（22～翌5時は時給1,313円）
時　間▶ 2021年の実績を目安にしてくだ

さい。　※上記表参照

クリスマスケーキ製造補助 ケーキ製造全般補助
11/24木▶12/24土 12/21水▶12/23金 12/20火▶12/23金

12/21 21:30～翌9:30
12/22 18:30～翌5:15
12/23 19:00～翌3:30

12/19 0:30～10:10
12/20 21:00～翌2:00

★ クリスマス直前の数日間は、全員深夜勤務となります。

12/19～23の手当6,000円  
さらに、11/24～手当+2,000円（他は皆勤1,000円） 2日間全て勤務で手当3,000円!! 手当は3日連続勤務で2,000円 4日で4,000円!!

▼2021年実績 12/22 18:00～翌4:00
12/23 17:30～22:30

12/20 18:30～20:00
12/21 19:30～翌3:00

▼2021年実績につき変動有

時
給

時
給

時
給円 円 円

4日間
超短期

2日間

超超短期
1ヶ月の
短期

学生さん、お友達同士、親子でもたくさんのご応募お待ちしています。

お
仕
事
の
内
容
は 

◀
コ
チ
ラ
か
ら

12/21 20:00～翌8:45
▼2021年実績につき変動有

12/22 17:30～翌5:00

いちごのケース詰め

短 

期
ロバパンXmas 毎年人気!!

短期アルバイト

1,0501,050 1,100 時
給1,100円

皆勤特別手当!! 3,000円

ケーキ・パンの仕分け

期　間▶ 12/21（水）～12/24（土） 
※ 12/16（金）～12/25（日） 
15:00～翌0:00の仕事もあります。

給　与▶ 時給1,100円 
（22～翌5時は時給1,375円）

時　間▶ 2021年の実績を目安にしてください。
※上記表参照

12/23 1:00～9:00
12/23 18:00～翌1:00
12/24 1:00～8:00

12/21 21:00～翌3:00
12/22 3:00～9:00
12/22 19:00～翌1:00

学生さん
歓迎
12/21水
▶12/24土

TELか応募フォームより 
ご応募ください。 
面接日時をお知らせします。
Zoom面接も実施します 
｢Q人ナビ11/18号を見た｣とお電話ください！

▶
応
募
は

コ
チ
ラ
か
ら

12/29㈭に銀行口座へ振り込み予定!

恵庭市内の方は
ご自宅近くまで送迎あり!!
（他の地域の方はご相談ください。）

▼2021年実績につき変動有

恵庭 ア 製造、ケース詰め、仕分け


