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土地・建物
・不動産売買
土地・建物
・不動産売買
オフィス上森㈱

■北海道宅地建物取扱業協会会員　■宅地建物取扱業 北海道知事免許 石狩（2）第7902号

恵庭市
黄金北4丁目6-1

TEL（0123）33-6908

のことならのことなら

検索オフィス上森

お仕事探し応援します!

正 正社員　契 契約社員　ア アルバイト　パ パート　準 準社員　派 派遣社員　委 委託　期 期間従業員　臨 臨時職員

■発行 千歳市北斗4丁目13番20号

■求人広告・チラシ折込のお申し込みは

0123-27-2611
■求人ナビHP  https://chanto.biz/qnavi/

携帯サイト↓

資格取得制度有 ※規定有

仕　事▶�主に、札幌市内での集荷作業や、�
倉庫での荷物の仕分け作業

資　格▶�要普通免許、未経験者歓迎、経験者優遇、�
大型免許保持者歓迎��
★入社後資格取得の制度有

給　与▶�月250,000～280,000円　 
※試用期間3ヶ月（変動有)/日給8,000円

時　間▶13:00〜22:00（実働8h）
休　日▶�日曜、祝日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

大型ドライバー大型ドライバー

お気軽にお電話ください。
面接時に、写真付き履歴書をご持参ください。

募集募集

千歳市豊里
2丁目12-2

☎0123-24-7221
道輪運輸 株式会社

受付/9〜17時
担当/佐藤

正 大型ドライバー

上川郡鷹栖町
8線6号6番地 ㈱道北野菜栽培所

仕　事▶�カイワレ大根の栽培、パック詰め、清掃作業、他
資　格▶�学歴、経験、資格、年齢不問
時　間▶�8:30〜15:00�※左記時間の間で希望を伺います。
勤　務▶�シフト制（日数応相談、日曜定休）
給　与▶�時給861円
待　遇▶�雇用保険、労災保険、社会保険、交通費規定支給
勤務先▶�㈱道北野菜栽培所�恵庭工場（恵庭市南島松207）�

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をご持参ください。

受付/9:00〜16:00　担当/新堀
090-1388-5177

屋内屋内での

お仕事お仕事です!!

パ 軽作業、清掃
 スタッフ急募!! ご応募お待ちしています！

株式会社
アドバンス

恵庭市恵み野北3丁目1-1�
恵庭RBPセンタービルE206
http://www.ec-advance.jp

仕　事▶�楽天市場・Yahoo!ストア・Amazonなどのネッ
トショップの受注業務。主に取引先との電話対
応他、パソコン操作、eメール対応

資　格▶�パソコンの操作ができる方、電話対応経験者、�
プログラム・ネットショップ経験者給与優遇

給　与▶�時給900円～ 
※能力に応じて昇給有 ※社員登用制度有

時　間▶9:00〜12:00
勤　務▶�月〜金曜�

（基本土日祝休み、繁忙期は土日出勤数回有）�
待　遇▶�雇用保険、労災保険、車通勤可、�

交通費規定支給、社保有

担当/末岡☎21-8891 【受付/10〜16時】
電話連絡の上、写真付履歴書をご持参ください。

アパ 受注業務対応スタッフ パ 清掃業務スタッフ

千歳市信濃1丁目8番14号
千歳北交ハイヤー㈱

◎短時間や扶養内勤務の働き方もあります。ご相談ください。

北交ハイヤー
道内最大のネットワーク

☎23-4145応募 ［担当］松口・渡辺

道がわからなくても大丈夫！
無線とGPSで道案内します！

給与保証あり！
半年間月25万円!!

資　格▶�要普免（運転経験3年以上）�★AT限定可
時　間▶�［朝］①5:00〜14:30�②7:30〜17:00�

［夕・夜］①17:00〜翌2:30�②20:00〜翌5:30�
※［朝］［夕・夜］選択制�※いずれも実働6.5h、休憩3h

勤　務▶�4週6休��
※4勤1休→4勤1休→3勤1休のシフト制

給　与▶�歩合給制 
★二種免許取得後半年間は給与保証有/月25万円 
※二種免許養成期間/日給5,000円

待　遇▶�各社保完備、制服貸与、車通勤OK（無料駐車場有）、支度
金30万円支給（規定有）、給与保証制度有（半年間）、他

当社なら当社なら安心してスタート安心してスタートできます!!できます!!

未経験未経験
からでも安心！

募
集
募
集
!!!!

普通免許でOK!!
二種免許養成します。

異職種
からの

 転職OK！
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ー
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ー
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員

乗
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正 タクシー乗務員

冬期間冬期間
長期長期
休暇休暇有有

まずはお電話ください。 ジェラテリア ミルティーロ
☎0123-23-5323 千歳市長都2 ※JR長都駅から約3km【採用担当者】

受付/10〜18時

大入手当有

仕　事▶��接客、ジェラートの提供(盛り付け）、�
店内清掃、店舗管理。物産展や催事の為、�
出張もあります。

時　間▶�9:45〜18:45（昼休憩1h）
休　日▶�4〜9月/月6日、2・3・10・11月/月7日、�

12・1月/月10日�
★冬期間長期休暇有�
★半年以上勤務で有給休暇有

「ジェラテリア・ミルティーロ」の魅力をお伝えしていく仕事です。「ジェラテリア・ミルティーロ」の魅力をお伝えしていく仕事です。

正社員正社員 ★出張手当有 北海道物産展等出張時

1,500～3,000円/日 
※出張先による

新型コロナウイルス予防対策も万全！
安心して働けます♪

給　与▶�月給160,000円 
（販売手当1万円含む） 
夏季繁忙期手当/10,000円（4月～９月） 
※試用期間１～3ヶ月 
　(研修有、時給861円） 
　（勤務状況を見て短縮可能）

待　遇▶�社会保険完備、交通費規定支給、�
制服貸与、昇給有

◆ホールスタッフ/正社員

募募
集集

★★有給休暇取得率100%有給休暇取得率100%!!!!
休みを取りやすい環境を整えています！休みを取りやすい環境を整えています！

正 店舗スタッフ

ミスターカレー 
イオン千歳店

千歳市栄町6丁目51

資　格▶�未経験者歓迎､�
主婦(夫)･学生(高校生)･�
フリーター歓迎

時　間▶�9:00〜21:30の間で
実働4〜8h(応相談)�
【勤務時間例】�
9:00〜14:00、11:00〜15:00、�
17:00〜21:00、17:00〜21:30、�
9:00〜17:00等�
★希望時間はご相談ください｡

勤　務▶�週1〜6日�
★土日祝休み、土日祝のみ、Wワーク、�
　週3日程度等、まずはご相談ください。

給　与▶�時給900～1,000円（扶養内勤務OK） 
※試用期間1ヶ月間(期間中も同待遇)

待　遇▶�各社保完備(勤務による)､車通勤可能、�
制服貸与､昇給有､有給休暇､�
交通費規定支給(上限有)､�
髪色･髪型自由、社員登用制度有

資　格▶�未経験者歓迎､車通勤できる方
時　間▶�9:00〜21:30の間で実働8hシフト制
勤　務▶��4週6休(シフト制)､他休み有�※年間休日数104日
給　与▶��月250,000～300,000円 

(経験･年齢等考慮)
待　遇▶�各社保完備､車通勤可能、制服貸与､昇給有､�

有給休暇､交通費規定支給(上限有)

まずはお気軽にお電話ください｡ 
面接時には写真付履歴書をご持参ください｡

（担当）

（店舗）☎0123-25-5207
080-9285-9020

正社員　　キッチンアルバイト・パート　　キッチン

アルバイトアルバイト
正社員正社員
大募集!!

未経験者でも未経験者でも稼げる♪稼げる♪

アルバイト
パート

主婦（夫）さん、学生さん、
フリーターさん、みんな集まれ！

じっくりコトコト丁寧に。じっくりコトコト丁寧に。
　たくさんの人が笑顔になる　たくさんの人が笑顔になる
　　オリジナルのカレーを　　オリジナルのカレーを
　　　私達と一緒に作りませんか？　　　私達と一緒に作りませんか？ 2525～～3030万円万円

900900〜〜1,0001,000円円

月
収
月
収

時
給
時
給

正社員

アルバイト
パート

マニュアルがあるから、料理初心者でも安心♪

(1)

(1)

イオンイオン
千歳店千歳店

未経験者歓迎!!未経験者歓迎!!

正アパ キッチン

小規模多機能型
事業所

いこい

憩の郷
さと

認知症対応型
共同生活介護事業

グループホーム

笑顔の郷

◆介護スタッフ ☆短時間勤務歓迎!!
時　間▶�短時間/①6:00〜9:00�②16:00〜19:00�

　　　�※選択可�
�フルタイム/9:00〜18:00

勤　務▶週3〜5日
給　与▶�時給880円～ ※試用期間3ヶ月/時給865円 

※資格手当・夜勤手当別途支給 ※年2回賞与有

笑顔笑顔のの郷郷
憩憩のの郷郷

スタッフ募集!!
◆送迎スタッフ ☆普通免許だけでOK!!
仕　事▶�利用者の送迎、施設の買い物、清掃等
資　格▶�要普免
時　間▶�8:30〜時間応相談
勤　務▶週3日〜�※応相談
給　与▶�時給880円 ※試用期間/時給865円

2名募集

いこい

えがおえがお

◆夜勤専属スタッフ 
時　間▶�16:30〜翌9:30　勤　務▶�週2日�※応相談
給　与▶夜勤1回15,700円（夜勤手当含む）

待　遇▶�雇用保険、交通費規定支給、�
社員登用制度有全体共通項目

〒066-0073
千歳市北斗4丁目5番6号

電話連絡の上、写真付履歴書をご持参または郵送ください。

☎26-5300

《介護職員共通項目》
資　格▶�無資格OK、ブランクがある方も歓迎、土日勤

務できる方歓迎、介護職員初任者研修修了（旧
ヘルパー2級）あれば尚可

パ 送迎スタッフ、介護スタッフ、夜勤スタッフ

電話またはホームページからご応募ください！

《❶❷❸❹共通項目》
給　与▶�時給900円＋交通費規定支給
期　間▶�令和3年4月1日頃〜11月末まで�

※勤務開始日はご相談に応じます。
待　遇▶�車通勤可（無料駐車場有）、�

隣接のスーパー銭湯の入浴無料
勤務先▶�ちとせインターゴルフクラブ�

（千歳市真々地3丁目1-1）

山三ふじやグループ　東（あずま）・水野

ちとせインターゴルフクラブちとせインターゴルフクラブ
CHITOSE INTER GOLF CLUBCHITOSE INTER GOLF CLUB

http://www.e-fujiya.com
☎0123-23-0893

山三ふじやグループ　千歳市末広1丁目4-8

時間・日数ご相談ください!!
令和3年4月1日頃から11月末までの勤務

市街地から近くて市街地から近くて
　通勤しやすい！　通勤しやすい！

★年齢・経験不問!!
★ 隣接のスーパー銭湯を 

無料で利用可能！

❶コース管理（期間社員）★社保完備
時　間▶�5:00〜14:30のうち7.5h
休　日▶�週2〜3日（月10日前後）

❹レストランホールスタッフ（アルバイト）
時　間▶�11:00〜15:00のうち4h
休　日▶�週3〜4日

●千歳乃湯えん受付スタッフ（通年アルバイト）
時　間▶�9:30〜14:30、18:30〜23:30のうち5h
休　日▶�週3日〜
給　与▶�時給880円＋交通費規定支給
期　間▶令和3年4月頃〜�
勤務先▶千歳乃湯えん（千歳市真々地3丁目1-1）

❸ポーター（アルバイト）
仕　事▶�ポーター、早朝ゴルフの受付
時　間▶�6:00〜18:00のうち5h
休　日▶�週4日

❷機械整備スタッフ（アルバイト）
資　格▶機械整備経験者
仕　事▶�芝刈機等の整備
時　間▶�7:00〜13:00のうち5h
休　日▶�週3日

期ア 下記参照

日本管財サービス株式会社
〒066-0015　千歳市青葉8丁目3番1号

担当/高倉☎ 24-0800
電話連絡の上､写真付履歴書持参ください｡

勤務先▶航空自衛隊千歳基地内
仕　事▶隊舎の清掃
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給900円
時　間▶8:15〜14:00の間で3h
勤　務▶�月、水、金（祝日の場合は前後へ変更）、�

★お盆、年末年始はお休みです。
待　遇▶�労災保険、制服貸与、交通費規定支給、

車通勤可

仕事に慣れるまで丁寧に指導いたします!

清掃員清掃員
募集!!募集!!

パ 清掃

未経験者未経験者
歓迎!歓迎!

仕　事▶�ゴルフコースの芝刈り、メンテナンス等
資　格▶経験・年齢・学歴不問、要普通免許
給　与▶日給7,400～7,500円
時　間▶�由仁コース/5:30〜14:30、6:00〜14:30、5:30〜8:00�

　　　　　�※シフト制�※休憩1.5h�
輪厚コース/5:30〜15:00�※休憩2h

勤　務▶週5〜6日�※シフト制
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、無料駐車場有、作業服貸与
勤務先▶�札幌ゴルフ倶楽部�由仁コース、札幌ゴルフ倶楽部�輪厚コース

時　間▶5:30〜12:00の間で2〜3h
給　与▶時給900円
勤　務▶週1〜4日

清掃（パート）

同時募集 ★委細面談

由仁コース
　夕張郡由仁町光栄588番地
輪厚コース 北広島市輪厚77

札幌ゴルフ
倶楽部 

090-7640-8639
080-1973-7346

由
仁
輪
厚

まずは希望の勤務先へお電話ください。

【担当】
村口

【担当】
菊地

　 コース管理
スタッフ募集!!

年齢･学歴 不問!! 不問!! 
未経験者でもOKです♪未経験者でもOKです♪

期 コース管理　パ 清掃
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