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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↓

仕　事▶�①店内業務及び、野菜のピッキング業務　�
②店内業務及び食肉加工補助�
　（パック詰め、品出しなど）

資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶時給880円〜
時　間▶��①10:00〜14:30　②13:30〜17:30�

※シフト制　※時間変動有
休　日▶�水、土日祝　※年に数回、土曜日出勤の場合有
勤　務▶�週2〜5日　※応相談
待　遇▶�雇用・労災保険、エプロン貸与、車通勤可

千歳市日の出3丁目16-30

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-29-3989
株式会社 モトゴロウ

お肉屋お肉屋 モトゴロウ モトゴロウ

スタッフスタッフ募募
集集

パ 下記参照
学校行事など突然のお休みにも対応します!
仕　事▶�野菜の種まき、育成、収穫等。�

時期によって箱詰め作業も�
あります。

期　間▶4月初旬〜11月初旬（予定）
資　格▶�未経験者歓迎、�

交通機関が不便なため自力通勤できる方
時　間▶�8:00〜17:00（勤務時間応相談）�

※8:00〜12:00、13:30〜17:00可能です。
休　日▶週1日、応相談（天候により変動有）
給　与▶�時給880円〜�※経験・能力により昇給有
待　遇▶�労災保険、直売所での割引制度有

規格外野菜の規格外野菜の
プレゼントプレゼント

あり！あり！

野菜直売所
ロードハウス ふくもと 福本農園

〒061-1356　恵庭市西島松316

採用係☎36-8290
090-8274-1755

電話連絡の上、
写真付履歴書を
お持ちください。

アパ 農作業スタッフ

仕　事▶�土木現場での作業
給　与▶�月給250,000〜320,000円
資　格▶�要普通免許、経験者優遇
時　間▶�8:00〜17:00
休　日▶�日曜日、その他
待　遇▶�各社保完備、制服貸与
勤務先▶�千歳市近郊

土木作業 正社員募集!

千歳市みどり台
北1丁目4番6号

【受付/9〜17時】
担当/桜井

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-4195
㈱ヒロトミ建設

経験者優遇致します
正 土木作業員

仕　事▶�動物飼育に関わる業務（清掃、餌やり）、
営業に関わる業務（イベントサポート）

資　格▶�要普通免許
時　間▶�8:00〜18:00の間で4〜8h��

※シフト制
給　与▶�時給900円  

※土日祝は時給＋50円付加（4月〜10月）
勤　務▶�月８〜15日程度�※シフト制
待　遇▶�各社会保険完備（勤務時間による）、�

労災保険有、車通勤可、交通費規定支給、�
無料送迎バス有、えこりん村循環バス
利用も可（恵庭駅〜えこりん村間）

勤務先▶えこりん村内

担当/タナカ、ヨコタ☎34-7800
まずはお気軽にお電話ください。

受付/10〜17時

動物飼育動物飼育

★勤務開始日相談に応じます！

スタッフ募集スタッフ募集

みどりのみどりの
牧場牧場

無料送迎バス無料送迎バス
あります♪あります♪

㈱アレフ 銀河庭園 恵庭市牧場277-4恵庭市牧場277-4

ア 動物飼育スタッフ

20代〜70代の方が働いています! 

勇払郡安平町追分弥生286-1 JR千歳駅より車で約30分

まずはお気軽にお電話ください。 【受付/9:00〜17:30】

☎0145-25-2501

仕　事▶�コンクリート製品製造業務
資　格▶要普免、未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶�月給184,500〜222,000円 

+別途時間外手当有（月平均20h程度）
時　間▶�8:00〜17:30�

（休憩1.5h・実働8h）
入社日▶応相談、即日可
休　日▶土日祝、年末年始、GW、お盆休み
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通

勤可、賞与年2回、昇給、有給休暇、
精勤手当（1万円）、試用期間3ヶ月有

共和コンクリート工業㈱追分工場

千歳・恵庭方面から通勤している方も多数います!

正社員
3名募集!!

見学
OK！

正 製造スタッフ

超短期超短期アルバイト数名募集!!

■ししゅう・プリント加工・マーク加工

有限会社 ホンママーク
〒061-1441　恵庭市住吉町3丁目11-28

担当/本間☎33-2747

期　間▶�3月27日頃から10日間位
仕　事▶�ジャージ等のネーム刺繍、�

品出し、組合せ作業�
（簡単な作業です）

給　与▶�時給900円
時　間▶�8:30〜17:30（実働8h）
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可

《受付時間9時〜17時》
まずはお気軽にお電話ください。ご応募お待ちしております。

ア 下記参照

日曜日は時給UPでお迎えします！

〒066-0021　千歳市東郊2丁目15-14

パスタ専門店

パスタランテ

◆ホール兼洗い場スタッフ
時　間▶�11:15〜14:15
資　格▶�未経験者歓迎、経験者優遇�

日曜日働ける方歓迎
勤　務▶�水、金、日
給　与▶�水、金曜/時給900円、日曜/時給1,000円〜 

（試用期間30h程度/時給861円）
待　遇▶��制服貸与、交通費規定支給、労災保険、車通勤可、

食事補助

【受付/12〜14時以外】�☎23-7657応 募

時給時給11,,000円000円
日 大 歓 迎曜 日 働 け る 方

急募!急募!〜〜

アパ ホール兼洗い場

不動産の賃貸、売買物件のご紹介、ご案内、契約や
借家・アパート等を管理するお仕事です。

営業
スタッフ募集!

正社員

資　格▶�高卒以上、要普通免許、未経験者歓迎、�
不動産業経験者優遇

給　与▶ 月給175,000〜300,000円　�
※手当含む　※経験･年齢を考慮

時　間▶�平日/9:00〜18:00　�
土曜/9:00〜15:00　※残業有

休　日▶�日曜・祝日・土曜月2回、夏季休暇、年末年始休暇他
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、各社保完備、昇給・賞与

有、社有車有、家族・住宅・燃料・役職・資格・残業手当
勤務先▶�①ピタットハウス千歳店�

　（千歳市千代田町5丁目5-1）�
②ピタットハウス恵庭店（恵庭市緑町2丁目3-10）

写真付履歴書をご郵送ください。書類選考の上、面接日ご連絡します。

〒066-0062 千歳市千代田町5丁目5-1

☎0123-26-6677 担当/安住

ピタットハウス千歳店

正 営業

社会福祉法人恵庭光風会

☎32-8000☎32-8000 受付/9:00〜17:30
担当/総務課

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。
面接日をご連絡します。

〒061-1445 恵庭市新町30番3

[パート]生活支援員
仕　事▶�知的障がい者の生活支援業務全般
資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶�時給1,000円〜
時　間▶�8:30〜17:30の間で4〜8h��

※応相談
勤　務▶�週1日〜�※応相談
待　遇▶�交通費規定支給�
勤務先▶�恵庭市内の�

事業所（7ヶ所）のいずれか

[正職員]生活支援員
仕　事▶�知的障がい者の生活支援業務全般
資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶�[大学卒1年目] 

月192,000円+諸手当（平均年収380万円） 
[専門卒1年目] 
月168,000円+諸手当（平均年収350万円） 
[中途採用] 
月168,000円〜＋諸手当（当法人規定による）

時　間▶�7:00〜21:00の間で実働8h（シフト制）
休　日▶�4週8休（シフト制）��

★リフレッシュ休暇（3日間）、年末年始休暇（5日間）有
待　遇▶�社保完備、昇給年1回、賞与年2回（計4.2ヶ月分）、

交通費規定支給、退職金制度（2事業加入）、社会福
祉施設従事者相互保険加入、処遇改善手当(R元
年度実績/年度末に516,000円支給）、住宅手当
（月27,000円まで）、扶養手当（子ども一人につき
月10,000円〜）、夜勤手当、寒冷地手当

勤務先▶恵庭市牧場219-4

手当充実!!
正パ生活支援員

2職種ともに2職種ともに高月収!!高月収!!

資格を活かせる！

まずはお気軽にお電話ください。在職中の方も面接日の相談等、承ります。

☎0123-23-3708 担当/大野

仕　事▶�お客様に家周り全般の設計プランの
ご提案・打合せ・見積書作成等。

資　格▶�高卒以上、要普通免許（AT限定可)、CAD・パー
ス等の実務経験のある方。※未経験の方も、
PC操作（エクセル・ワード）が出来ればOK

時　間▶�8:30〜17:30
給　与▶�経験者/月25〜35万円　 

未経験者/月18〜23万円
勤務先▶千歳市朝日町4丁目25

仕　事▶�現場における土木施工管理業務。�
主に一般土木作業、除雪作業等。

資　格▶�公共工事の現場管理経験者、要普通免許
(AT限定不可)、一級土木施工管理技士

時　間▶�8:00〜17:00
給　与▶�月28〜35万円
勤務先▶�千歳市根志越136

入社日▶4/1〜
休　日▶�4〜12月/土日（第一土曜日出勤）、�

1〜3月/土日、GW、お盆、年末年始�※年間休日106日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

昇給年1回（会社業績による）、期末手当年3回(会社業績による）、�
制服貸与、資格取得支援制度有、他各種手当有

千歳市朝日町
4丁目25

株式
会社 中央造園

土
木
施
工
管
理
技
士

共
通
項
目

エ
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PC操作ができれば未経験でもOK!!
入社後に資格習得可能！

土木施工管理技士土木施工管理技士

エクステリアプランナーエクステリアプランナー

正 エクステリアプランナー、土木施工管理技士

Hayakita Country Club

【期間社員】フロント
給　与▶�時給1,100円〜
時　間▶�7:00〜19:00　※8h
休　日▶�月7〜8日�※シフト制

【期間社員】スタート係/スタート業務・キャディ管理他
給　与▶�時給1,100円〜
時　間▶�7:00〜16:00、8:00〜17:00��

※シフト制�※8h
休　日▶�月7〜8日、シフト制

【期間社員・アルバイト】ポーター/ゴルフバッグ積み下ろし
給　与▶�時給950円〜
時　間▶�7:00〜16:00、8:00〜17:00��

※シフト制

写真付き履歴書を下記住所へご郵送ください。追ってご連絡致します。委細面談にて。

〒059-1431 勇払郡安平町早来新栄671-1早来カントリー倶楽部
株式会社ザ･ウィンザーホテルズインターナショナル ☎0145-22-3010

勤務時間・日数、お気軽にご相談ください

採用担当

【期間社員】レストラン調理補助/  食材準備・盛付等
給　与▶�時給1,300円
時　間▶�7:00〜16:00、8:00〜17:00�※8h
休　日▶�月7〜8日�※シフト制

【期間社員】レストランホールスタッフ/オーダー・配膳・片付け
給　与▶�時給1,100円
時　間▶�7:00〜16:00、8:00〜17:00�※シフト制�※8h
休　日▶�月7〜8日�※シフト制

【アルバイト】 レストランホールスタッフ 
/オーダー・配膳・片付け

給　与▶�時給1,030円〜
時　間▶�10:00〜16:00�※シフト制�※4〜6h程度�
勤　務▶�月10〜15日程度
〈共通事項〉
入社日▶�4月初旬　　
資　格▶�未経験者歓迎
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、クローズ後は当社ホテルまたはグループホテルにて勤務可能（ウィンザーホテル洞爺、

ニセコノーザンリゾート･アンヌプリ/社員寮有）、社保加入可、正社員登用制度有、昇給有、有給休暇有（10日間）

経験者優遇

クローズ後もご希望の方は当社ホテルまたはグループホテルで勤務可能です!クローズ後もご希望の方は当社ホテルまたはグループホテルで勤務可能です!
既存スタッフが親切丁寧に指導致しますので安心してスタートできます!既存スタッフが親切丁寧に指導致しますので安心してスタートできます!

早来カントリー倶楽部早来カントリー倶楽部2021年度スタッフ募集2021年度スタッフ募集

未経験者歓迎!!未経験者歓迎!!社員寮あり♪社員寮あり♪

期ア 下記参照

【正社員】調理師 ★社宅応談可 ★その他委細面談
給　与▶月180,000〜230,000円
休　日▶�週休2日程度�※シフト制

【パート・アルバイト】配食、調理補助 ★その他委細面談
給　与▶時給900〜1,000円 ※時間帯により変動有
休　日▶週休2〜3日�※シフト制

〒080-0809 帯広市東9条南8丁目2-14履歴書を右記に�
ご郵送ください。合同会社 インシュピルサン

☎0155-29-2151　担当/高橋

駐屯地内での
調理業務急募!4月1日~

スタート

時　間▶��4:00〜18:30の間でシフト制�
例/①4:00〜16:00�②9:00〜18:30�
�����③13:00〜18:30

待　遇▶�交通費規定支給、正社員のみ社保完備
勤務先▶安平駐屯地

共
通
項
目

正アパ 下記参照

山崎製パン㈱札幌工場 〒061-1411 恵庭市恵南10-1
☎34-1128☎34-1128
●まずは、お気軽にお電話ください。

受付/9〜18時
人事採用 担当まで

仕　事▶�パン・和洋菓子・弁当等の製造補助およ
び仕分け（ベルトコンベアを利用した
仕上げ・盛り付け等のライン作業）�

期　間▶�4月1日〜5月10日�
★期間中の1日だけでもOK！�
★�フリーシフトでお好きな期間働けます！�
例）土日祝休みもOK！�
　��土日のみの勤務もOK♪

時　間▶�夜勤/19:00〜翌4:00（休憩1h）�　�
※生産量に応じ、2h程度の残業の�
　可能性有

給　与▶�時給1,000円　 
※22〜翌5時は深夜時給1,250円 
★月末月初手当あり！（実働6h以上の方
　が対象、合計6日間、最大6,000円） 
　毎月末3日間と毎月初めの3日間は、 
　1日出勤ごとに1,000円支給

資　格▶�未経験者歓迎�
※�食品衛生上マニキュア・付け爪・ひげ
は禁止、貴金属類の着用不可

待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場完
備）、勤務日にパンのお土産有、当社製品社
内販売有、格安食堂完備（パン食は無料）、
制服貸与、近郊エリア無料送迎バス有

★中央バス｢山崎製パン札幌工場前｣から徒歩5分

フリーシフトです!! 期間中1日だけでもOK！
主婦（夫）さん、学生さん、フリーターさんも大歓迎!!

早期募集

短期

4/1〜5/104/1〜5/10
期間後の長期勤務OK!

ス
タ
ッ
フ

※実働6h以上の方が対象

製造製造

★JR恵庭駅から無料送迎バスあり！　 
★パートも同時募集！ 興味のある方はお問合せください。

1日出勤毎に++11,,000000円円
1ヶ月
で最大++66,,000000円円

月末・月初手当月末・月初手当あり!あり!
月初/1〜3日
月末/28〜30日又は29〜31日

ア パン・和洋菓子・弁当等の製造補助および仕分け
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