
2023年2月10日（金）ちゃんと 10

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

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清掃スタッフ
仕　事▶ 休憩室、トイレ等の施設内清掃
時　間▶7:00～11:00 ※休憩・残業なし
給　与▶時給950円

①製造スタッフ　正社員登用制度有!
仕　事▶ パンの製造、原料準備、箱詰め、洗浄等
時　間▶ 6:00～翌3:00の間で（実働8h）応相談 

※休憩1h、残業月/0～20h
給　与▶ 時給950円  

※22:00～翌5:00/時給1,188円

★土日お休み! 
★昇給有!（人事考課による） 

清掃スタッフ
パン製造スタッフ（ライン作業）

恵庭 パ 製造スタッフ、清掃

路線バスドライバー募
集

〒066-0055 
千歳市里美2丁目1-5

問い合わせ
0123-49-7788 〈担当〉坂下

下記住所に写真付履歴書をご郵送ください。書類選考後、ご連絡いたします。

ワンマン運行ですので安全運転に
集中してお仕事ができます。

期　間▶ 4ヶ月毎の更新制（原則更新）
資　格▶大型二種免許保持者　★免許取得助成制度有!!
給　与▶ 基本給/月218,820円
時　間▶ 当社規定　※休憩1h、残業月10h程度
勤　務▶5勤1休　※年間休日90日
待　遇▶ 各社保完備、時間外手当有、賞与有、 

交通費規定支給、有休有、喫煙室有、 
正社員登用制度有、労働組合有

勤務先▶本社・長都営業所（エコバス・大学送迎バス）

女性ドライバー
も歓迎

千歳 契 バスドライバー

苫小牧 準 ア キャディ、ポーター兼運転手、マスター室、コース管理

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

(千歳第一ホテルに繋がります)
 0123-27-2000

期　間▶雇用期間の定めなし
勤　務▶週2～5日 ※応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、 

受動喫煙対策有

共
通
項
目

仕　事▶ 朝食の盛り付け、補助、配膳等
時　間▶ 5:00～10:00の間で実働3～5h ※応相談 

※残業なし
給　与▶時給1,000円～
勤務先▶ 千歳第一ホテル、 

クイーンズホテル千歳

仕　事▶チェックイン、館内巡回等
資　格▶未経験者歓迎、ブランクOK
時　間▶22:00～翌8:00の間で実働8h ※残業なし
給　与▶時給1,200円
勤務先▶ 千歳第一ホテル、 

クイーンズホテル千歳

学生・シニア大歓迎!! 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
勤務先▶ 千歳第一ホテル

千歳 ア パ 朝食スタッフ、ナイトフロント、ベッドメイク

クイーンズホテル千歳 千歳市幸町５丁目6-1
千歳第一ホテル 千歳市幸町4丁目25-1

0123-22-1090
まずはお電話ください。後日面接を行います。

【平日/9～18時】　担当/スズキ

期　間▶ 1年毎の更新 ※原則更新
仕　事▶ 窓口対応、電球交換、 

建物巡回、清掃等 ※冬期は除雪作業あり
資　格▶ 経験不問
給　与▶ 時給920円
時　間▶ 8:00～15:30（月～金曜）※休憩1h 

8:00～12:00（土曜）
勤　務▶ 月～土曜
休　日▶ 日曜・祝日、年末年始(12/30～1/3)
待　遇▶各社保完備、交通費規定支給、屋内禁煙
勤務先▶ 千歳市里美

北海道東急ビルマネジメント(株)

〒066-0027 千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F
千歳・苫小牧営業所

マンション管理人
募集します。
千歳市里美に勤務

千歳 パ マンション管理人

募集
契約社員

(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▶1年毎の更新　※原則更新
仕　事▶ 【夏期】 草刈、落ち葉、ルーフドレン等の外構清掃
　　　　【冬期】除雪中心、館内清掃も有
資　格▶不問、未経験者歓迎
給　与▶ 時給930円
時　間▶  8:00～17:00、7:00～16:00、 

6:00～15:00　※実働7.5h、残業なし
勤　務▶ シフト制
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▶ 千歳市開基記念総合武道館 

/千歳市あずさ1丁目3-1

千歳市開基記念総合武道館（契約社員）
★ 体力に自信のある方、からだを動かすのが好きな方★

千歳 契 清掃

仕　事▶ 配線を束ねて接着、 
組み立て後の製品顕微鏡検査

期　間▶ 4/1～　※3ヶ月毎の更新予定 
※4/1以前の入社日応相談　

時　間▶ 9:00～17:15（実働7.15h） 
※時短勤務応相談  
※休憩1h ※残業なし

休　日▶土・日・祝・他  
勤　務▶週3日～　※相談可能
給　与▶時給1,050円
待　遇▶ 各種保険完備、受動喫煙対策有、 

交通費規定支給
勤務先▶ 千歳市  

(市内路線バスでも通いやすい立地です。)

♢小型通信部品の組み立て / 扶養内OK

㈱ヒューマンインプリンク 千歳支社

千歳市柏台南1丁目3-1
一般労働者派遣事業/派01-300271有料職業紹介事業/01-ユ-300107

0123-25-3221

新規ご登録でご来社いただいた方全員に

プレゼント実施中!!
クオカード1,000円分

千歳 派 部品の組み立て

見学
できます

仕　事▶店内業務全般
資　格▶ 車通勤可能な方、ダブルワーク・シニア歓迎
時　間▶ ①5:00～9:00or10:00 ②14:00～23:00 

③18:00～23:00 
※休憩なし、残業なし 
※状況により早上がりの可能性有

給　与▶  時給990円～（高校生は時給940円～） 
※5:00～8:00、19:00～22:00は時給1,000円

◆店内品出し、清掃、調理

《共通項目》

◆店舗スタッフ

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

ローソン自衛隊東千歳駐屯地店 千歳市祝梅1016

22-2241 ※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。

仕　事▶ 店内品出し、清掃、調理 
（レジはさわりません、調理は揚げ物のみ）

資　格▶ 車通勤可能な方、 
ダブルワーク・シニア歓迎、学生不可

時　間▶ 18:00～23:00 ※休憩なし、残業なし 
※状況により早上がりの可能性有

給　与▶  時給950円～

駐屯地内のローソンで働こう!!

お待ちして 
おります♪

長期休暇 
相談可！

千歳 パ 店内業務

急募！

期　間▶6ヶ月毎の更新（長期）
勤　務▶ 週3日～ ※年末年始、お盆休み相談可 

(長期休暇ご相談ください。)
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▶ 陸上自衛隊東千歳駐屯地内（千歳市祝梅1016）

★新型コロナウイルス対策中 !! ★未経験者歓迎!!

まずはお電話ください！
［担当者直通番号］

0123-23-5323

ジェラテリア ミルティーロ
千歳市長都2 ※JR長都駅から約3km

【採用担当者】受付/9:00～16:30

期　間▶ 即日～9月30日 
※通年雇用への登用相談可

仕　事▶ 店内業務全般 
（接客、ジェラート盛りつけ、清掃等） 
★ 盛りつけは従来の「ヘラ」を使用せ
ず、「ディッシャー」で行います。 
誰にでも簡単にできるお仕事です。

勤　務▶ 週2～4日
時　間▶ ①10:30～14:30 

②13:30～17:30 
※残業なし

給　与▶ 時給930円～ 
※試用期間中/時給920円  
※最長3ヶ月、能力により短縮

待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、受動喫煙対策有

千歳 パ 販売スタッフ

春～夏
一緒に働く仲間募集
すぐ働けます!! 通年雇用も相談可

お店の月間売り上げ 
目標達成でボーナス支給!!
仲間と協力して頑張ろう!!

【嘱託】福祉サービス調整業務職員 1名
期　間▶ 令和5年4月1日～翌3月（更新可能性有）
仕　事▶ 社会福祉協議会が行う「ちょこっとお手伝いサー

ビスなんもだよ」サービスなど、高齢者等との調
整業務を行うお仕事です。

資　格▶ 福祉事業に関心のある方、要普免（AT限定可）、PC
（Excel･Word）による文書・資料制作ができる方

給　与▶月給159,520円

【正職員】社会福祉協議会職員 1名
採用日▶令和5年4月1日
仕　事▶ 恵庭市社会福祉協議会事業の企画・運営等の 

総合職、成年後見支援センター担当者
資　格▶ 要普通免許（AT限定可）、社会福祉士・精神保健

福祉士いずれかの資格保持者、大学（短大含む）
又は専門学校卒、令和5年4月1日現在で40歳未
満の方（長期勤続によるキャリア形成を図る観
点から）

給　与▶ 例/月給185,200円 （大学卒、新卒者の場合） 
月給244,900円 （30歳大学卒、医療福祉職等
の経験8年の場合） 
※初任給は、学歴・職歴を考慮の上決定

【嘱託】外出支援サービス業務職員 2名
期　間▶令和5年4月1日～翌3月（更新可能性有）
仕　事▶ 高齢者・重度障がい児者外出支援サービス業務運

転介護補助業務、外出支援サービス事業管理運営
に関する事務。施設管理、その他社協業務全般

資　格▶ 要普通免許(AT可)、車種/ハイエース、キャラバン
クラスの運転可能な方、パソコン操作(ワード・エ
クセル)が可能な方

給　与▶月給159,520円

正職員
嘱　託

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

〒061-1446 恵庭市末広町124番地 担当/採用係
0123-33-9436

社会福祉協議会職員募集

《共通項目》
時　間▶8:45～17:15(休憩45分) ※時間外勤務有
勤　務▶週5日
休　日▶ 土日祝、年末年始、夏期休暇等
待　遇▶各社保険完備、通勤手当、期末手当等

応募 詳しい応募方法・申込書類はHPより確認できます。 検索恵庭市社会福祉協議会

恵庭 正 総合職嘱 嘱託職員

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。 36-4114

恵庭市恵み野西1丁目4番受付/平日9～17時

期　間▶雇用期間の定めなし
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
資　格▶ 未経験者歓迎
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
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、車通勤可、 

受動喫煙対策なし
勤務先▶ 恵庭市恵み野西1丁目4

◆ 厨房スタッフ/恵庭市

時間
応相談

恵庭 パ 厨房


