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千歳・恵庭エリア お仕事探し応援します!
2021.3.19毎週金曜日発行

70,000部/第758号
■雇用形態　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

■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↓

北海道クリーン開発㈱ 〒053-0016
苫小牧市寿町2丁目3-14

応 募

◆ちとせモール
時　間▶�8:00〜11:30
勤　務▶�週3日程度（シフト制）
給　与▶時給861円
資　格▶未経験者歓迎、性別不問
待　遇▶�労災保険、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は勤務先にて行います。委細面談。

ショッピングモールのショッピングモールの

清掃スタッフ清掃スタッフ

未経験者歓迎！！

60歳以上の
方も大歓迎！

（池内）
☎0144-33-6323
　080-1970-2531

パ 清掃

仕　事▶��病院の夜間受付業務
期　間▶有期契約（6ヶ月）�※更新有
給　与▶��時給900円 ※22時〜翌5時は深夜割増有�
時　間▶�①17:15〜翌8:45（実働8.5h）�

②8:45〜17:15（実働7.5h）�
③17:15〜翌11:45（実働11.5h）�
④20:15〜翌8:45（実働6.5h）�
⑤8:45〜翌8:45（実働14.5h）

勤　務▶�週2〜3回、シフト制
待　遇▶�労災・雇用保険加入、車通勤可（無料駐車場有）�
勤務先▶�千歳市東雲町1丁目11番

札幌市中央区南1条
西7丁目12�都市ビル2F�

☎011-271-5038
北光管理サービス

【受付/平日9〜18時】��担当/西田
株式
会社

未経験者歓迎!未経験者歓迎!

面接は現地
で行います。

パ 病院の夜間受付

 業務拡大につきスタッフ増員募集!!

恵庭市黄金北
3丁目8-10

期　間▶�即日〜12月末�※要相談
仕　事▶�ガス・水道工事、土工全般
資　格▶�学歴不問、未経験者歓迎、経験者優遇
時　間▶�8:00〜17:00
給　与▶�日給8,000〜11,000円  

★経験・能力に応じ11,000円以上も可能！！
休　日▶�日曜、GW、お盆、年末年始
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費規定支給、車通勤可、

送迎相談可、家族手当
勤務先▶恵庭、千歳

小山内建工■土木・管工事

わからないことは
何度でも！
聞いてください！
丁寧に教えます♪
資格・経験も大切ですが、
一生懸命に!!
職場のみんなと協力して
仕事ができる方を求めています！

がんばりは
給与に反映！
まずは面接で

通年雇用もOK

まずはお話しましょう！
090-2053-0495

期 ガス・水道工事、土工全般

� 電話連絡の上、写真付き履歴書をご郵送ください。

〒066-0004 千歳市泉郷403番地9
社会福祉法人千歳いずみ学園 

担当/越中（えっちゅう）

仕　事▶�知的障がい者支援施設での入所者への�
日常生活に対する支援をするお仕事です。

資　格▶�資格・経験不問
給　与▶�新卒/月196,100〜207,500円 

　　 （処遇改善手当含む） 
既卒者は経験・年齢等考慮のうえ規程により決定 
賞与有 ※規程による（昨年実績年2回4.0ヶ月）

時　間▶�①8:30〜17:30（シフトにより前後）�
②16:00〜翌9:00（夜勤）

休　日▶�シフト制�※年間休日106日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、住宅・寒冷地・資

格他各種手当、有給休暇、資格取得助成制度有
勤務先▶�障がい者支援施設いずみ�

（千歳市泉郷403番地9）

☎29-2023

生活支援生活支援員員
募集募集

社会人 新卒者
正 生活支援員

株式会社道央環境センター株式会社道央環境センター
恵庭市本町27番地恵庭市本町27番地

☎0123-34-0740応 募

待　遇▶�社保完備（勤務時間による）、賞与年2回、制服
貸与、交通費規定支給、車通勤可、有給休暇有

共通項目

清掃/ラ･デュース恵み野パート
給　与▶�時給870円
時　間▶�8:00〜14:00の間で実働2.5〜5.5h
休　日▶シフト制�※勤務日要相談

清掃/シニアハウス黄金パート
給　与▶�時給870円
時　間▶�8:00〜12:00　　勤　務▶月〜金曜
休　日▶土･日曜、祝日

給　与▶①時給870円 ②時給920円
時　間▶�①8:00〜12:00�②18:00〜22:00
勤　務▶週3日〜OK�※シフト制
休　日▶�日曜、祝日、他

清掃/我汝会えにわ病院パート

厨房（調理補助）/我汝会えにわ病院
★フルタイム・扶養範囲内選択可

フルタイム
パート

給　与▶�時給900円
時　間▶�5:00〜19:30の間で実働4〜8h　
勤　務▶シフト制�※応相談

パ 清掃、厨房（調理補助）

時　間▶�①9:00〜13:00�②13:00〜17:00�
③17:00〜21:00�※実働4h、シフト制

勤　務▶�週3〜5日
給　与▶�時給886円 ★日曜・祝日は時給+100円  

※試採用期間4ヶ月/時給861円

レジ（サポート）�パート

時　間▶�①7:15〜11:15�or�8:00〜12:00�
②12:00〜16:00�※①②シフト制

勤　務▶�週5日
給　与▶�時給886円+職務加給30円 

★日曜・祝日は時給+30円 
※試採用期間4ヶ月/時給861円

デリカ担当�★1日4時間からOKパート

向陽台店

向陽台店

千歳市
白樺2-3

☎28-3511☎28-3511応募 担当/安田

スタッフ募集!!スタッフ募集!!

《共通項目》
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、有給休暇、共済会

★��学生大歓迎!!
高校生もOK

時　間▶17:00〜21:00
勤　務▶�週3〜5日
給　与▶�時給861円

レジ兼品出し�アルバイト

アパ 下記参照

㈱肉の山本 千歳市流通3丁目2-2☎0123-23-7617
まずはお気軽にお電話ください。

�http://www.29yamamoto.jp/
担当/菊地

資　格▶�年齢不問、未経験者歓迎
給　与▶ 時給861円〜
時　間▶�9:00〜17:00�※応相談
休　日▶�日曜、祝日、他（会社カレンダーによる）
待　遇▶��車通勤可（無料駐車場有）、制服貸与、試用期間3ヶ月有

❶加工スタッフ 

❷梱包発送スタッフ 

パート

私達とおいしい私達とおいしいお肉お肉をを
皆様にお届けしませんか？皆様にお届けしませんか？

22職種職種募集募集
パック詰め等の簡単なお仕事です。

ギフト商品を梱包発送するお仕事です。

★

日の出小学校

祝梅小学校

メムシ公園

しゅぷく公園

セブンイレブン

セイコーマート

ほっともっと

ツルハドラッグ

青葉幼稚園

ビッグハウス
千歳脳神経外科

セブンイレブン

千歳市温水プール

寿1号公園

サツドラ

オートバックス

セイコーマート
〒

セブンイレブン

北洋銀行

鉄東広場

青葉中学校

住吉認定こども園
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梅ヶ丘郵便局

★

パ 加工スタッフ、梱包発送スタッフ

派 下記参照

� 男女ともに活躍中!

(株)東洋実業 恵庭営業所
恵庭市黄金中央1丁目13-11��クレール黄金1F

応募 ☎33-8225 ［担当］
採用係

◆施設警備員/千歳市泉沢 TAA北海道会場
時　間▶�①9:00〜18:00�②18:00〜翌9:00�

③9:00〜翌9:00�※シフト制
勤　務▶�月14日程度
給　与▶�月給170,000円以上
待　遇▶�社会保険完備、有給休暇、�

制服貸与、交通費規定支給

170170,,000000円円
月月
給給

以上!!以上!!

契 施設警備員

勇払郡安平町早来源武275

行こう！ いいホース

0120-0120-15-114315-1143
応 募

面接日は相談の上決定します。
まずはご連絡ください！

仕　事▶�受付や応対、お茶出し業務、�
その他事務作業（データ入
力、郵送物の受け取り･送
付、お礼状の送付等）。

資　格▶�未経験者歓迎�
PC入力ができる方

給　与▶�時給1,000円
時　間▶�9:00�or�9:30〜�

15:30�or�16:00�
（休憩1h）

休　日▶�土日祝
待　遇▶�社会保険完備、交通費規定

支給、残業手当（1分単位）、
通勤手当、昇給有、賞与有
（年2回）、有給休暇、試用期
間3ヶ月有、社員旅行・新年
会・打ち上げなどの各種イ
ベント有

勤務先▶�ノーザンファーム早来�
（安平町早来源武275）

受付･庶務受付･庶務
パートパートさんさん募集募集

20～30代の女性活躍中!!

明るく元気で、
物事に真剣に取り組む、

やる気のある方を歓迎します！

1,0001,000円円時時
給給

未経験
でも

パ 受付・庶務スタッフ

昇給･賞与あり!!

恵庭市戸磯201-20

◆アルバイト
時　間▶�①7:00〜11:00�②9:00〜18:00��

③12:00〜17:00�④17:00〜22:00
給　与▶�①④時給1,050円 ②時給970円 ③時給940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�②12:00〜17:00�

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。
給　与▶土日勤務又は定休希望の方は時給920円
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

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♪
★★未経験者未経験者歓迎！歓迎！

がが時給時給
アップ!!アップ!!

全時間帯全時間帯
で50円で50円

.PNG .AI

やる気やる気もも

アップ!!アップ!!

アパ 工場スタッフ

◆パチンコ店清掃/ 恵み野西1丁目3-1 
（JR恵み野駅から徒歩1分）

時　間▶�12:30〜17:30（休憩15分）
給　与▶�時給870円
勤　務▶週2〜3日　※シフト制

㈱清
せ い  ふ う  ど う

風堂 札幌市東区北16条東1丁目
2-15�グランメールアサヒ1F

採用係☎011-748-6868
まずはお気軽にお電話ください。

◆病院清掃/ 島松仲町1丁目4-11 
（JR島松駅から徒歩1分）

時　間▶�7:30〜13:00（休憩30分）
給　与▶�時給880円
勤　務▶�火、金　※女子トイレ清掃あり

《共通項目》�待　遇▶交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

清掃スタッフ募集!清掃スタッフ募集!
パ 清掃スタッフ

シニア・ シニア・ 
未経験OK!未経験OK!

勤務日数勤務日数
応相談応相談
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