
2021 年 2 月 12 日（金） ちゃんと9

仕　事▶商品の運搬業務。（主に千歳市内）
資　格▶�要普通免許
給　与▶時給1,100円
時　間▶��8:00〜10:00、17:00〜19:00
勤　務▶�月、水、金

千歳市富士4丁目17-4

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をご持参ください。

☎0123-29-3140
株式会社YKフーズ

受付/10〜15時
担当/笠井

運搬スタッフ募集!!
パ 運搬業務

金田一建設株式会社
担当/金田一☎23-3554【受付/8〜17時】

〒066-0062�千歳市千代田町5丁目1番8

電話連絡の上、写真付履歴書をご持参ください。

時　間▶�8:00〜17:00�※時間外有
休　日▶�日曜日、他��

※当社カレンダーによる
待　遇▶�厚生年金・健康保険、建退共、�

車通勤可、作業着・防寒着支
給（試用期間1ヶ月終了後）

勤務先▶�千歳市内および近隣市町村

共
通
項
目

②重機オペレーター・土木作業員
資　格▶要普免
給　与▶�重機オペレーター/日給12,000円以上 

土木作業員/日給10,000円以上

①1級・2級土木施工管理技士
資　格▶現場経験5年以上
給　与▶�1級/月給300,000円以上 

2級/月給250,000円以上 
※応相談

千・恵・他 正ア 下記参照

仕　事▶�建設現場内の片付け、清掃、及び運搬
等の軽作業

資　格▶�未経験者歓迎、経験者優遇、�
要普通免許(AT限定不可）

給　与▶日給8,000円～　※経験者優遇
時　間▶��8:00〜17:00　※残業の場合有
勤　務▶�週3日程度　�

★土日出勤できる方歓迎
待　遇▶�車通勤可

千歳市住吉
1丁目4-11

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-49-2041
正和建設株式会社

担当/野原

・未経験者歓迎!

元気な方大歓迎!

・20~60代元気に活躍中!

・誰にでもできる簡単作業♪

軽作業員軽作業員
募集!募集!

ア 軽作業員

◆野菜苗・花苗の定植、出荷までのハウス内作業
給　与▶時給900～950円
時　間▶��8:00〜17:00の間で応相談�

（昼休憩12:00〜13:00）

☎33-3303
お気軽にお問い合わせください。

受付/10〜16時(月〜金）
担当/桑山 有限会社 中央園芸 〒061-1403

恵庭市中央164番地

◆苗の生産・配送作業 
　《体力に自信のある方歓迎!!男性スタッフ活躍中!!》
給　与▶時給1,000円
時　間▶�8:00〜17:00（昼休憩12:00〜13:00）

苗の生産から出荷までのお仕事です

【ハウス内作業】勤務時間帯ご相談ください！【ハウス内作業】勤務時間帯ご相談ください！

【苗の生産・配送作業】【苗の生産・配送作業】時給1,000円!!時給1,000円!!

希望希望によりにより
時間調整時間調整します！します！

9：00〜12:00、8:30〜12:00、
9:00〜15:00など

例

初めての方・ブランクある方も歓迎!!初めての方・ブランクある方も歓迎!!

期 下記参照

《共通項目》
期　間▶�2月or3月〜5月末�

※10月末くらいまで延長の場合有�
　（5月下旬に打診します）

資　格▶�交通機関がないため、車で通える方歓迎�
※恵庭市内送迎有、応相談

休　日▶�日曜日（希望休みは対応可能）

恵庭市戸磯201-20

◆アルバイト
時　間▶�①7:00〜11:00�

②9:00〜18:00�③17:00〜22:00�
給　与▶①③時給1,050円 ②時給970円
勤　務▶�月12〜15日�※年中無休のため、シフト制です。�

※②は土日のみの勤務OK
◆パート
時　間▶�①9:00〜18:00�②9:00〜14:00�

③12:00〜21:00
給　与▶�①③時給970円 ②時給940円 
休　日▶�①③月8〜9日�②月12〜15日�

※年中無休のため、シフト制です。
仕　事▶�洋生菓子の製造全般�

（商品の仕分け・出荷作業、製造準備等も有）
資　格▶�未経験者歓迎
待　遇▶�昇給年1回、交通費規定支給、車通勤可、制服

貸与、他当社規定による、各社保完備(勤務時
間による)、有給休暇

共
通
項
目

土日のみの勤務もOK

㈱デザートランド
北海道工場

電話連絡の上､写真付履歴書持参｡「Ｑ人ナビを見た」と
お伝えください！お気軽にお電話を！随時受付♪

応 募 ☎0123-34-0800☎0123-34-0800

未経験者未経験者
大歓迎!!大歓迎!!

やる気やる気もも

アップ!!アップ!!

全時間帯で全時間帯で

しました！しました！
がが時給時給 アップ!!アップ!!

50円

.PNG .AI

有名コンビニスイーツ製造しています！

★男女★男女ともにともに活躍中♪活躍中♪

アパ 工場スタッフ

☎0123-40-8686

正 営業、現場管理

株式会社  アートホーム 千歳市みどり台北5丁目1-1

仕　事▶�モデルハウスに来店されたお客様を中心に、
新築やリフォームの提案等（接客、プラン提
案、資金計画、お引き渡し等）

資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許、学歴不問、64歳
以下(定年雇用止めの為）

給　与▶�月250,003円 ※各種手当別途支給

コンサルタント営業

営業職
現場管理

仕　事▶�主に新築住宅工事の現場管理業務（施工管理、
安全管理業務、積算業務、アフターメンテナン
ス等）

資　格▶�要普通免許、現場管理業務経験、学歴不問、
64歳以下(定年雇用止めの為）

給　与▶�月230,912円 ※各種手当別途支給

新築工事現場管理

電話連絡の上、写真付履歴書をご持参ください。

時　間▶��8:30〜18:00�※時間外/月平均20h
休　日▶�日、他、GW、お盆、年末年始
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、

無料駐車場有、昇給・賞与有（実績によ
る）、試用期間6ヵ月（同条件）

共
通
項
目

正社員募集正社員募集

職 種・業 種 未 経 験 の 応 募 歓 迎 !
自 分 の 仕 事 に 集 中 で き る 環 境 で す !

資　格▶�専門学校卒以上�
今春卒業予定の方、ブランクがある方も大歓迎

給　与▶�月給200,000円～ 
※暖房手当等別途支給

時　間▶�月・火・水/9:30〜20:30�※実働9h�
金/9:30〜18:30�
土/9:30〜13:00�
日/9:30〜17:00

休　日▶�週2日午前、木曜、第2・4土曜、祝日、�
GW、お盆、年末年始

待　遇▶�社保完備、昇給年1回、賞与年2回、交通費全額
支給、制服貸与、車通勤可、試用期間3ヶ月有

〒061-1376�恵庭市恵み野里美2丁目15

☎0123-29-4618
電話連絡の上、写真付履歴書をご持参ください。

http://www.megumino-fdc.com

新卒の方の応募も歓迎です！
勤務開始日ご相談ください♪

歯科衛生士
正社員募集

正 歯科衛生士

〒066-0015　千歳市青葉3丁目14番30号

まずはお気軽にお電話ください。 担当/たちばな･たなか

☎0123-23-4675
伸盛電気工事株式会社

仕　事▶�給与計算や社会保険に関わる経理業
務全般。電話対応や書類作成、雑務等。

資　格▶�経理経験者優遇、経理未経験者もOK
給　与▶�月180,000円～  

※経験・年数による
時　間▶�8:00〜17:00��

※基本残業なし
休　日▶�完全週休2日制（土日祝日）�

年末年始、夏季休暇
待　遇▶�各社保完備、昇給年1回、賞与年2回、�

有給休暇制度、交通費規定支給、�
車通勤可（無料駐車場完備）、�
制服貸与、他手当有

正社員募集

勤務開始日勤務開始日
応相談!!応相談!!

経理・事務スタッフ

正 経理･事務スタッフ

仕　事▶�20食程度の食事作り・後片付け�
★決まったメニューに沿って作るだけ！�
　材料等も準備済み！�効率よく作業できます。

資　格▶�不問
時　間▶�平日/15:00〜19:00�

土日祝/10:00〜13:00（昼食作り）
給　与▶�時給900～1,000円 ※経験考慮します。
勤　務▶�週3日以上�※平日のみも応相談
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、処遇改善加算支給（年2回）
勤務先▶�グループホーム青葉の郷（千歳市蘭越10-37）

★世話人（契約職員）も募集中！

〒066-0068�千歳市蘭越10-37

社会福祉法人 晃裕会
☎23-7772☎23-7772 【受付/9〜17時（月〜金）】

担当/森本

電話連絡の上、写真付き履歴書をご持参ください。
※面接後、相談の上勤務開始日を決定致します。

調理員調理員
パート

家庭での調理経験家庭での調理経験がが
あればOK!!あればOK!!

事前の施設見学も大歓迎!

パ 調理員 

 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▶�基本的なパソコン操作が出来る方、�
ネットショップ・コールセンター経験者優遇、�
プログラム作成経験あれば尚可

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

仕　事▶�屋内、屋外でのジャガイモの�
植付準備及び植付

期　間▶�4/1〜5/28
資　格▶�未経験者歓迎、65歳未満（定年雇用止めの為）
給　与▶�時給890円
時　間▶�8:30〜17:15�★残業なし
休　日▶土日祝、他天候理由による休みあり
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶�勇払郡安平町（千歳から車で20分）

勇払郡安平町早来富岡499番地

【受付/8:30〜17:15】�
担当/中谷・嶋﨑

電話の上、写真付履歴書をご持参ください。

☎0145-22-2042
農研機構 種苗管理センター胆振農場

残業・休日出勤なし!8名募集8名募集
千歳在住スタッフも活躍中!

秋の収穫時には秋の収穫時には
優先的にご案内優先的にご案内

致します！致します！

パ 農作業補助

千歳市千代田町5丁目5-1 TEL.0123-24-2535
恵庭市緑町2丁目3-10 TEL.0123-39-5005

【千歳店】
【恵庭店】

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↓

期　間▶4/1〜翌3/31�※更新有
仕　事▶教室・事業に関する業務/期間任用職員
資　格▶�要普通免許
給　与▶月給142,000円　　時　間▶8:30〜17:15
休　日▶土日祝�※休日出勤有
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、賞与年2回
勤務先▶�恵庭市総合体育館/恵庭市黄金中央5丁目199-2
写真付履歴書･職務経歴書を添付し、
下記住所へ郵送、または直接提出してください。

☎0123-21-9900【受付（問合せ）/平日9〜17時】
担当/石川・平澤

NPO法人 恵庭市体育協会
〒061-1449  恵庭市黄金中央5丁目199-2 恵庭市総合体育館内

募集受付
締切り期限 2月22日（月）17:00 必着

★3月に研修有 ※最初の6ヵ月は試用期間となります。

1名
募集

期間任用 事業担当事業担当募集募集
期 事業担当

時給1‚000円

月給19〜29万円
◆アルバイト･パート
仕　事▶�ディーラー店舗工場にて、�

新車の洗車、ボディコーティング
資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許（AT限定可)、�

59歳以下（定年雇用止めの為）
給　与▶時給1,000円
時　間▶�9:00〜18:00の間で4〜7h�★フルタイム歓迎�

例/�9:00〜15:00（休憩45分）�
13:00〜18:00（休憩45分）

勤　務▶週3〜5日�※シフト制
休　日▶年末年始、夏季休暇、GW
待　遇▶�労災保険、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与
勤務先▶千歳市北信濃�

◆正社員
仕　事▶�ディーラー店舗工場にて、新車の用品取付作

業、ボディコーティング、下回り塗装
資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許（AT限定可、マニュ

アル操作可能な方歓迎）
給　与▶月給19～29万円
時　間▶9:00〜18:00
休　日▶�会社カレンダーにより4週7〜8休�

年末年始、夏季休暇、GW
待　遇▶�各社保完備、制服貸与、昇給有、賞与年2回、�

有給休暇制度有、車通勤可
勤務先▶千歳市北信濃�

http://ik-g.net/nkc/
札幌市手稲区曙6条3丁目1-29担当/杉本

まずはお気軽にお電話ください。千歳での面接OK！出張面接いたします。

☎011-686-2857
080-4501-6051

㈱北関東クリーン社

ていねいな指導で未経験者も
安心して取り組めます。

し
っ
か
り
稼
げ
ま
す
。

し
っ
か
り
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げ
ま
す
。

正社員募
集

経験者優遇！

アルバイト
パート募集

正
社
員
登
用
制
度

正
社
員
登
用
制
度
ア
リ
！

ア
リ
！

経験不問！

男女ともに
活躍できる職場です。

正アパ 工場内作業
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