
2021 年 3 月 19 日（金） ちゃんと9

道と川の駅「花ロードえにわ」敷地内
恵庭市南島松817-18 ☎36-2700

毎週木曜日は加工品Day！【営業時間】12～3月は10:00～16:00

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↓

契約･パート フロント
時　間▶�7:00～18:00の間で、�

［契］8h　［パ］5～6h
給　与▶�［契］月17～20万円　 

[パ]時給1,000～1,100円
休　日▶�[契]週1日�

[パ]�土日含む週3日～の勤務で応相談�
※土日のみの勤務も可

【共通項目】
期　間▶�3月下旬～12月上旬（予定)�

※期間内で応相談（GW明けからの勤務も可）
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、�

各社保完備（法定による)

時　間▶9:00～17:00
給　与▶�月17万円～  

※週5日勤務の場合は月15万円～
休　日▶�週1日～�※日数選択可能（週2日休みもOK）�

※曜日応相談

契約社員 事務

WワークWワーク
OK！OK！
扶養内扶養内
勤務可勤務可

苫小牧市植苗386番地

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0144-58-2221
北海道リバーヒルゴルフ倶楽部

担当/下道

契 事務　契パ フロント

Aru hair

家事と両立して働く事
が出来ます。

土日休みや連休の取得
も可能です。

資　格▶�経験者優遇
給　与▶ 委/完全歩合制　 

　 ※フリー/40％、指名/50％ 
　 ★頑張りが給料に反映 
パ/時給1,000円

時　間▶��9:00～19:00の間�
委/自由出勤制、短時間OK　パ/応相談�

勤　務▶�週2日～OK��※応相談
待　遇▶�車通勤可、駐車場完備、日払い可
勤務先▶�Aru�hair�★4月オープン�

（千歳市北斗2丁目10-15�108ビル）
まずはお気軽にお電話ください♪

090-7649-7798 担当/井上

委パ スタイリスト

4月
OPEN

スタイリストスタイリスト

募集!!募集!!
週週22日日〜OK! 〜OK! 
ライフスタイルに 
合わせた働き方が可能!

時間・日数ご相談ください。

千歳市北斗2丁目10-15�108ビルAru hair

札幌市中央区南一条東1丁目�4F　☎011-210-8200

◆札幌市のクライアント常駐型
時　間▶8:30～17:30�※実働7h
◆札幌・千歳市近郊のクライアント
時　間▶10:00～18:00�※実働7h

《共通項目》
仕　事▶�医療機関が実施する治験業務をサポート�

するお仕事です。
資　格▶�経験者優遇、看護師・薬剤師・臨床検査技師

資格などあれば尚可
給　与▶�月給250,000～370,000円
勤　務▶�週5日�※フレックス制有
休　日▶�土日祝
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、昇給年1回、

賞与有（決算による）、試用期間6ヶ月（同条件）

治験治験
コーディネーターコーディネーター

即戦力即戦力
求む求む

★経験者優遇

写真付履歴書を下記メールアドレス宛にお送りください。

株式会社アイメックRD
kanri@imeqrd.co.jp

正 治験コーディネーター

★�恵庭市内およびJR千歳駅まで送迎あり。
★事前の職場見学可。是非ご連絡ください。

☎0123-36-5181
〒061-1356 恵庭市西島松570番地

担当/定
さだまさ

政

【受付/9〜17時】

島松病院医療法人盟侑会

http://www.shimamatuhp.jpsimamatu@shimamatuhp.jp

看護師・准看護師
正社員資　格▶��18歳～64歳（深夜勤務があるため・定年年齢を

上限とするため）、看護師もしくは准看護師資格
給　与▶ 月171,000～330,000円　 

※夜勤手当10,400円/回

介護スタッフ
資　格▶�18歳～64歳（深夜勤務があるため・定年年齢を

上限とするため）、介護福祉士、介護実務経験者
給　与▶�月143,000～211,500円　 

※夜勤手当5,100円/回
《共通項目》
時　間▶①9:00～17:00　②16:30～翌9:30�
休　日▶シフト制　※年間休日126日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、昇給・賞与有、

各種手当有、試用期間3ヶ月

看護師
介護士募集募集

年間休日126日
★院内保育所有！�★院内保育所有！�★24時間託児可！★24時間託児可！

正 看護師、介護職員

仕　事▶�障がいのある方の就労サポート全般�
（データ入力、業務委託を受けているキャンピング
カーのレンタル業務、利用者様の送迎等）

資　格▶�64歳まで（定年上限のため）、学歴・経験不問、�
要普通免許（AT限定可)

給　与▶�時給900～1,050円
時　間▶�9:00～16:00の間で実働5h～
勤　務▶平日週2～4日　※応相談
待　遇▶�雇用･労災保険、交通費規定支給、車通勤可（無料�

駐車場有）、試用期間3ヶ月、能力に応じて昇給有

就労支援スタッフ募集!パート

【受付/9:00～17:30】�☎0123-25-6191
〒066-0029�千歳市稲穂1丁目8番8号

千歳市森林組合ビル3階

まずはお電話のうえ、写真付き履歴書を郵送ください。

就労継続支援A型事業所ウィンドバレー

パ 就労支援スタッフ

★WワークOK!  ★土日祝はお休みです! 
★未経験者歓迎!　★正社員登用有!

http://www.e-abe.jp

恵庭市戸磯595番地3㈲阿部製作所

仕　事▶�来客対応、電話対応、伝票整理�
PC入力等の一般事務

資　格▶�一般事務の経験がある方歓迎、�
基本的なPC操作（Word、Excel等）
が可能な方

給　与▶時給900円
時　間▶8:30～17:00�※応相談
勤　務▶週2～5日�※応相談
待　遇▶�各社保完備（勤務による)、�

交通費規定支給、車通勤可、�
無料駐車場有

【受付/9～17時】
担当/採用係

★メールでの応募も可能▶
（HPをご覧ください。）

☎32-3032
まずはお気軽にお電話ください。

一般事務
募集

パート

フルタイム
歓迎!!

パ 一般事務

★時間・日数ご相談ください! ★未経験者でもOK!!

千歳市豊里2丁目1-3タイヤ館 千歳店
担当/澤田☎42-1234

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

《共通項目》
期　間▶��即日～5月中旬（変動有）�※相談可
資　格▶�未経験者歓迎、ピット作業は普免あれば尚可
待　遇▶制服貸与、車通勤可、従業員割引制度有

◆受付スタッフ/タイヤ交換の受付、来客・電話応対等
給　与▶�時給900円（経験者優遇）
時　間▶�9:30～19:00の間で実働8h（休憩有）
勤　務▶週3～6日（変動有）

◆ピット作業/主にタイヤ交換の補助
給　与▶�時給1,000～1,500円（経験者優遇）
時　間▶�9:45～19:15の間で相談可（休憩有）�

例/�9:45～15:00��
★現在も変則的な時間で働いている方がいます。

勤　務▶週2～6日（変動有）

受付受付
スタッフスタッフ

ピットピット
作業員作業員&&

ア 下記参照

①重機オペレーター
給　与▶�月給265,000円～
②土木作業員
資　格▶�要普免
給　与▶�月給215,000円～
③土木職長
給　与▶�月給250,000円～
《共通項目》
期　間▶�即日～翌3月末頃�

※状況による、委細面談
時　間▶�8:00～17:00
休　日▶�日曜日・悪天候時、GW・�

お盆・正月（当社規定による）
待　遇▶�諸手当有、社保有、退職金制度有、諸手当有、社保有、退職金制度有、

経験・年齢により給与等考慮有�経験・年齢により給与等考慮有�

街道建設株式会社 〒061-1405
恵庭市戸磯76番地16

60歳以上の方も歓迎します。
（本社）☎0123-33-8100

（24時間）☎090-8638-5842応募

期 下記参照

仕　事▶�除草、収穫等農作業全般
期　間▶�3月下旬～10月下旬�

（天候や作業進捗状況により変動有）
資　格▶�未経験者歓迎、車通勤できる方
給　与▶時給880円+交通費250円/1日
時　間▶��8:00～17:00�※作物の状況により�

早朝勤務（6～15時、7～16時）の場合も有
勤　務▶�週2～5日（応相談）　※土日のみもOK

まずはお気軽にお電話ください。

扶養内勤務扶養内勤務ももフルタイムフルタイムもも
働き方ご相談ください!!働き方ご相談ください!!

恵庭市春日318

090-1382-3238
澤田農園

受付/10～16時
担当/澤田

パ 農作業

〒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、写真付き履歴書をお持ちください。

勤務先▶�青葉の郷（グループホーム）/千歳市蘭越10-37
仕　事▶��障がいをお持ちの方の日常生活を支援する業務�

（相談援助、調理、清掃、送迎、健康管理等）
資　格▶�介護職員初任者研修終了以上、要普通免許��

※介護福祉士、精神保健福祉士等があれば尚可
給　与▶月給157,500円～+各種手当
時　間▶�［早番］7:00～16:00��

［日勤］8:30～17:30�
［遅番］12:00～21:00�
※3交替シフト制

休　日▶�月10日�※年間休日125日
待　遇▶�社保完備、賞与・処遇改善加算年2回、�

資格手当、交通費規定支給、住宅手当、扶養手当、�
燃料手当（10月～3月）、職務手当、車通勤可

生活支援員生活支援員
年間休日125日!! ★手当充実

正社員正社員
募集!!募集!!

正 生活支援員

千歳市勇舞8-6-9�F棟102�

【受付/7～19時】　担当/髙倉
☎0123-25-5117

まずはお気軽にお電話ください。

㈱札幌物流
千歳営業所

期　間▶�即日～長期�
給　与▶�時給880円～ 

※22:00以降/時給1,130円 
時　間▶�①18:00～翌3:00�

②20:00～翌5:00�
※当社シフトによる　※①②選択可

勤　務▶週5日～
資　格▶�未経験者歓迎、自力通勤可能な方、�

リフト免許保持者歓迎
待　遇▶�自家用車使用の場合は手当有（社内

規定有）、試用期間終了後社員登用有
勤務先▶苫小牧市

★正社員登用有!
★日払いOK!

倉庫内 
作業員募集!!
夜間ホーム 未経験者

歓迎！

アパ 倉庫内作業

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20�第12ふじやビル

仕　事▶�施設の日常清掃、受付や案内業務も有�
時　間▶�8:45～17:15（実働7h）
勤　務▶月14日(シフト制)
給　与▶�時給861円
待　遇▶�雇用保険、制服貸与、自動車通勤可（マイカー

利用の方が通勤しやすい場所にあります。）、
交通費支給（月上限15,000円）

勤務先▶�千歳市葬斎場（千歳市根志越1365）

清掃スタッフ募集!

☎22-5280 採用係

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

パ 清掃スタッフ

はるいちや

インディアン水車店
千歳市花園5丁目1-10

春一家

未経験者歓迎!! 主婦（夫）さん歓迎します♪
仕　事▶ホール及び調理補助
給　与▶  正社員/月給200,000円～ 

学生/時給900～1,000円 
主婦・フリーター/時給950～1,100円

時　間▶�正社員/10:00～21:00　※シフトによる�
ア･パ/�①10:30～15:00（10:00～14:30）�

②17:00～20:30（17:30～21:00）�
※通し勤務も応相談

資　格▶�未経験者歓迎、経験者優遇
休　日▶�シフト制　�

※火曜日定休　※パートは週2日～勤務OK
待　遇▶�制服貸与、車通勤可

応 募 ☎0123-24-2400 担当/イズミ

正アパ 店内業務

HARUHARU11YAYA

面接は随時ご都合に合わせて行います。 面接は随時ご都合に合わせて行います。 ※ 夜間や土日もご都合に合わせて行います。 ※ 夜間や土日もご都合に合わせて行います。 
まずは、お気軽にお電話ください。まずは、お気軽にお電話ください。

八八
ハ ッ シ ンハ ッ シ ン

神神エモーションエモーション
札幌市清田区美しが丘1条1丁目2-7　�業務請負業・労働者派遣業�派01-300216�〈自社求人情報サイト〉http://www.e-hasshin.com/

株式株式
会社会社

【受付】平日9:00～18:00
※上記時間以外は直接ツタモリへ

0120-084-842
080-6073-7977

（ハマダ）
（ツタモリ）

★ 家賃無料の寮完備 
（新築5階建ワンルーム）

★JR千歳駅と寮から無料の送迎有
★資格･経験は問いません。
★男女共に幅広い年代が活躍中

給　与▶�時給1,100～1,220円（昇給有）
時　間▶�①6:15～14:30�②14:15～22:30��

③22:15～翌6:30�※いずれも実働7.25h�
※残業月平均10～20h程度�※①～③のシフト制

休　日▶週休2日、その他大型連休
待　遇▶�有給休暇有、交通費別途支給、各種保険有、制服無料貸与

【派遣】千歳市 ゲーム機部品の製造検査補助
★交替勤務 ★週2日休み ★月収21万円以上可能

部品製造検査補助 部品製造検査補助 募集募集
増産につき増産につき 年2回

ミニボーナス有
（4〜20万円）

派 ゲーム機部品の製造検査補助
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