
2023年3月24日（金） ちゃんと19

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、清掃

【担当】松田0123-40-5353
千歳市真々地4丁目11-1

仕　事▶ 千歳店にて、レンタカー受付・接客・電話対
応、簡単な店舗事務。新千歳空港内レンタ
カーカウンターにて、ご予約済みのお客様
の受付・ご案内。

勤務先▶ 千歳店（千歳市真々地4丁目11-1） 
※ 新千歳空港カウンターでの業務もあり
ます。

◆レンタカーの受付・事務スタッフ

◆レンタカーの洗車・配回送スタッフ
仕　事▶ レンタカーの貸出準備、返却後の洗車・清

掃のほか、レンタカーの配回送等。
勤務先▶ 千歳店（千歳市真々地4丁目11-1）

受付・事務、洗車・配回送スタッフ募集!

㈱ホンダレンタリース札幌 千歳店

千歳 準 受付・事務ア パ 洗車・配回送

【共通項目】
資　格▶ 要普通自動車免許（AT限定可）、高卒以上、 

未経験者歓迎
時　間▶ 4～10月/8:30～17:15 

11～3月/9:00～17:45 
※休憩1h 残業0～10ｈ

給　与▶月給174,000円～
休　日▶ 週休2日程度 ※シフト制(閑散期は連休取得も可)
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

駐車場有、制服貸与、残業手当、社員割引制度有、
他委細面談

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

千歳市北陽1丁目2-1フードD365千歳店
担当/加々谷27-5370

勤務日数・休日応相談!!

Qua ity & Discount スタッフ募集！

期　間▶  採用日～3/31  
※その後1年毎の更新

給　与▶ 時給930円　
時　間▶ 8:00～12:00 ※残業なし、休憩なし
勤　務▶週3～4日
待　遇▶ 雇用保険（勤務時間により加入）、 

有給休暇、制服貸与、受動喫煙対策有

レ
ジ

千歳 パ レジ

管理業務
スタッフ募集！

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

正
社
員

応募履歴書と職務履歴書を送付ください。 
HPからも応募できます。

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 千歳・恵庭市内や胆振エリアの現場管理 

及びスタッフの労務管理
資　格▶ 普通自動車免許、PC（word、excel）、 

44歳以下（省令3号のイ）
給　与▶ 月給175,000～200,000円  

※試用期間3ヶ月（同条件）
時　間▶9:00～18:00（36協定有） ※休憩1h
休　日▶土日祝（状況により休日出勤有）
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、賞与有、残業手

当、退職金制度、事務所内禁煙
勤務先▶ 千歳・苫小牧営業所 

(千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F)

千歳 正 管理業務スタッフ

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

千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

まずはお気軽にお電話ください。

0123-27-0911
〒066-0073 千歳市北斗4丁目13-20 ■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 生活情報紙｢ちゃんと｣の広告・企画営業（既存の取引先の訪問及び

新規開拓）、顧客管理業務（データ入力）
資　格▶ 要普免、千歳・恵庭市内在住の方、エクセル操作できる方
給　与▶ 月240,000円～　※業績給別途支給
時　間▶ 9:00～18:00（休憩95分） 

※月曜日は、若干の残業があります。（月平均4～10h程度）
休　日▶ 日曜日、隔週土曜日 （4週月は2回、5週月は3回）
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、昇給・賞与有（業績による）、 

車通勤可、試用期間1～3ヶ月位有、敷地内禁煙

営　  業
スタッフ

募
集正社員

あなたの「好き」を活かしませんか？

千歳・恵庭 正 営業

【製造】空気中の細かいほこりなどを除去した環
境の作業室。ほこりや髪の毛が混入しないよう
に、クリーンスーツを着用して作業する。出入口
にはエアシャワーを設置し、外部のほこりなどが
入り込まないように配慮されている。

クリーン
ルーム

知ってるようで、
 知らない

仕　事▶ ご自宅を訪問し､買い物･掃除･移動等
期　間▶即日～令和5年3月31日（更新の可能性有）
資　格▶ 普通自動車免許、介護福祉士又は介護職員初任者

研修修了（旧ヘルパー2級）以上
給　与▶ 週5日勤務/時給1,260円～ 

週4日勤務/時給1,220円～ 
※いずれも処遇改善手当を含む

時　間▶規定による ※残業無
勤　務▶ 週４～5日（応相談） ※シフト制
待　遇▶ 年1回一時金支給、昇給制度有、介護福祉士手当、

通勤・車両借上手当他、社保加入可能（時間数によ
る ※希望者のみ）、敷地内全面禁煙

★有給を取得しやすい！
★1年以上、離職者ナシ！長く働ける環境です。

恵庭市末広町
125番地1

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

時間相談
できます♪

担当/笹川まずはお電話ください。  0123-33-1120

ホームヘルパー募集!
恵庭 パ 訪問介護員

幅広い年代が活躍中。
初めての方にも丁寧に教えます！

お気軽にお電話ください。 担当/遠山・福森

仕　事▶ チケット販売、園内の案内、売店レジ､清掃など
期　間▶ 4月17日～10月末
給　与▶ 時給950円～ ※4～10月、土、日、祝は＋50円に時給アップ
時　間▶ ①9:00～17:30(季節により6～8h、変動有、休憩1h） 

②9:00～14:00 
③12:00～17:30 
※状況により残業の場合有

勤　務▶ 週2～5日程度、シフト制
待　遇▶ 車通勤可、JR恵庭駅発の無料送迎バス有、交通費規定支給、

制服貸与、社割有、社会保険加入可、有給休暇（6ヶ月以上勤
務者）、70歳定年制、園内禁煙

受付/9:30～17:00

0123-34-7800
㈱アレフ銀河庭園 恵庭市牧場277-4

銀河庭園受付のチケット販売兼
売店スタッフを募集 
春から大自然の中で 

楽しく働いてみませんか?

恵庭 パ チケット販売、園内の案内、売店レジ､清掃

0123-24-2111
千歳市千代田町2-2-10

ホテルウィングインターナショナル千歳

清掃スタッフ募集♪
主婦（夫）歓迎！WワークOK!

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶ 客室清掃・ベッドメイクなど 
給　与▶時給920円～
時　間▶ 9:30～15:00（実働5.5h） ※休憩30分、残業なし
資　格▶ 未経験者歓迎
勤　務▶ 週2日～OK ※平日のみ・土日のみの勤務可
待　遇▶ 各社保完備（勤務による)、交通費規定支給、 

車通勤可（無料駐車場完備）、昇給有、制服貸与、 
受動喫煙対策有

女性活躍中♪

千歳 パ 清掃スタッフ

まずはお気軽にお電話ください。担当/金子

リサイクル品分別・投入業務 /準社員

廃棄物・リサイクル品回収ドライバー/準社員

回収スタッフ /パート

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶ 廃棄物・リサイクル品 

回収ドライバー
時　間▶ 8:30～17:30 

※休憩1h、残業月10h程度
給　与▶ 月給178,000円～
休　日▶ 週休2日、シフト
勤務先▶ 本社（千歳市流通）

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶ 廃棄物・リサイクル品 

回収ドライバー
時　間▶ 8:30～12:00 ※実働3.5h 

※休憩、残業なし
給　与▶ 時給1,200円～
勤　務▶月21日程度
休　日▶ 土、日、年末年始
勤務先▶ 本社（千歳市流通）

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶ リサイクル品分別・投入業務
時　間▶ 8:00～17:00(実働8h) 

※休憩1h、残業月20h程度
給　与▶ 月給168,000円～
休　日▶ 土、日、祝日、指定日 

（土曜出勤の場合有）
勤務先▶ マテック（千歳市上長都）

■ビルメンテナンス 廃棄物収集運搬処理 ハウスクリーニング
〒066-0019　
千歳市流通1丁目4-7

0123-24-7787《担当》
金子

詳しくは
HPで !

待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、受動喫煙対策有 
【準】 家族手当10,000円/人、賞与・燃料

手当年2回、社保・雇保

《共通項目》

安心して長く 
お勤め出来ます

千歳 準 パ 回収


