
2021年3月26日（金）ちゃんと 10

Qua ity & Discount

千歳市北陽1丁目2-1フードD365千歳店
担当/加々谷☎27-5370

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

土日勤務できる方大歓迎!!
スタッフ募集

◆レジ部門◆レジ部門
◆生鮮部門◆生鮮部門 寿司
【共通項目】
給　与▶�時給881円　　　時　間▶�8:00〜13:00
勤　務▶週4日以上で応相談
待　遇▶�雇用保険（勤務時間により加入）、�

有給休暇、制服貸与

パ 店内業務　

勤務先▶�JR新千歳空港駅
仕　事▶�駅舎内全般の清掃�

（男女・バリアフリートイレ含む）、�
ゴミの収集・分別、他

時　間▶�①8:50〜12:50（実働4h）�
②12:50〜19:50（実働6h、休憩1h）�
※①②シフト制

給　与▶時給875円�※試用期間3ヶ月有（同条件）
勤　務▶4週6休�※シフト制、応相談
待　遇▶�各社保完備、有給休暇、交通費規定支給、制服貸与

お電話の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。担当/安藤

女性女性
活躍中！活躍中！

北海道クリーン・システム㈱ 札幌鉄道支店 空港営業所
千歳市美々JR新千歳空港駅舎内■JR北海道グループ

駅舎駅舎清掃清掃スタッフスタッフ募
集

☎0123-45-7160 080-2877-3015

パ 清掃

〒066-0045�千歳市真々地2丁目1-5

電話連絡の上、写真付履歴書お持ちください。

資　格▶�未経験者・長期勤務できる方歓迎
時　間▶��①5:00�or�6:00〜9:00�

②9:00〜13:00�※月・金出勤できる方歓迎�
※①②通し勤務も可

給　与▶�時給865円〜
勤　務▶週1〜3日
待　遇▶��社保完備、制服貸与、車通勤可

未経験者歓迎!!

☎0123-49-7452 担当/金子

ファミリーマート 千歳インター店

土日のみや土日のみや
平日のみも平日のみも

OKOK

WワークWワーク
OK!OK!

ア 店内業務全般

《共通項目》
勤　務▶週3日〜�※応相談
待　遇▶�各社保完備（勤務状況による）、車通勤可（無

料駐車場有）、交通費規定支給、作業着貸与、
健康診断（会社負担）、1日体験有

◆日勤
期　間▶長期
給　与▶時給865円
時　間▶�9:00〜13:00または16:00�

※状況により時間の変動あり。
◆夜勤
期　間▶長期
給　与▶時給1,080円
時　間▶�23:00〜翌3:00または翌7:00�

※状況により時間の変動あり。

野菜野菜 カットカットスタッフスタッフ
小さいお子さんがいるスタッフも活躍中！小さいお子さんがいるスタッフも活躍中！
土土日日出勤できる方、大歓迎です♪出勤できる方、大歓迎です♪

未経験者歓迎 扶養内OK

恵庭市北柏木町3丁目恵庭市北柏木町3丁目
160-1（アレフ工場内）160-1（アレフ工場内）㈱エフケー

受付/9〜16時
担当/採用係☎39-5310☎39-5310応募

の

�有給休暇を
取りやすい 
環境です♪

アパ 野菜のカットスタッフ

【同時募集】夜勤専門ケアスタッフ
★1回19,700円可能!! 勤務/月7〜9回

グループホーム向陽台 ㈲アクティーサービス
千歳市白樺2-1-1

☎0123-28-5888�担当/水谷
電話連絡を頂いた後、面接日を決定します。

面接時に写真付履歴書・資格証をお持ちください。

◆ケアスタッフ（フルタイム）
仕　事▶認知症高齢者の日常生活支援・介護
給　与▶�日給6,750円（更新時昇給有）�

＋夜勤手当5,000円/回＋資格手当�
＋処遇改善手当（600円/日）�
※試用期間3ヶ月間は処遇改善手当支給なし

時　間▶�早番/7:30〜16:00（休憩1h、実働7.5h）�
日勤/9:00〜17:30（休憩1h、実働7.5h）�
遅番/10:30〜19:00（休憩1h、実働7.5h）�
夜勤・明/17:00〜翌9:30（休憩1.5h、実働15h）�
※シフト制

勤　務▶�4週8休（月21〜22日）
資　格▶�普通自動車運転免許
待　遇▶�労災適用、各社保完備（勤務時間による）、交通費規定支給

（2km以上/上限12,000円）、車通勤可（無料駐車場有）

資格取得支援制度有 !!資格取得支援制度有 !!

資格がなくても応募可能です！
経験者経験者大歓迎！大歓迎！

契 ケアスタッフ

《共通項目》
時　間▶�8:00〜17:00（変動有）
休　日▶��日曜日、盆、GW、年末年始など
待　遇▶��各種社会保険完備、�

市内送迎応談、作業服支給、�
日払いや週払いも可、3ヶ月後面談の上社員登用有

◆一般現場作業員（正社員） ★アルバイトも可
資　格▶経験者優遇、未経験者も応募可
給　与▶�経験者/月給20〜30万円��

※未経験者は面談にて

◆重機オペレーター（正社員）
給　与▶�月給25〜30万円

◆現場管理者（正社員）
資　格▶�施工管理技士などの有資格者
給　与▶�月給35〜40万円

千歳市稲穂1丁目4-5
■とび・土工・舗装・一般土木（般-26）石第21183号

090-7646-0095
☎0123-26-8264

有限会社 ナカガミ

まずはお気軽に
お電話ください

経験や能力に応じて給与優遇有 !!

男女男女問わず問わず募集中!!募集中!!
当社当社でで活躍活躍してみませんかしてみませんか！！

情

資格取得
応援します !!

★現場管理者
★重機オペレーター�★一般現場作業員

正 下記参照

恵庭市戸磯616番地2

◆食品製造作業（フルタイムパート）
時　間▶�①8:00〜17:00�

②8:00〜13:00、12:00〜17:00�
※年末は早出・残業有

勤　務▶週5日
休　日▶�原則日曜、他週1日
給　与▶①時給871円�②時給861円
資　格▶�18歳以上、未経験者歓迎、長期勤務できる方
待　遇▶�［①のみ］健康保険・厚生年金［①②共通］雇用保

険、制服貸与、恵庭市内送迎バス有（他地域交通
費規定支給�※上限月1万円）、食事補助制度有

工場勤務が初めてでも

大丈夫!!

食品製造スタッフ食品製造スタッフ募集!!募集!!
主婦（夫）さん歓迎!! 長期安定です！

恵庭市内
送迎バス有

とんでん㈱ 恵庭工場
担当/大西☎34-6061

�電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
詳細は面談にて。お気軽にお電話ください。

パ 食品製造作業

★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

派 下記参照

ちゃんと 検索

一緒にQ人ナビでお仕事さがそ♪

仕　事▶�新ホールオープンにつき、�
広報宣伝活動

資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶時給1,000円
時　間▶��10:00〜15:00�※実働4h�※応相談
休　日▶�土日祝
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、�

子育て支援金有（小学校〜高校生まで
500円〜700円/1日)

勤務先▶�ベルコ千歳シティホール�
（千歳市北信濃871-19）

千歳市北信濃871-19
ベルコ千歳シティホール内

お電話もしくは写真付履歴書をご郵送ください。

☎0123-26-1163
株式会社 God-Wind

今秋 向陽台地区に 
｢家族葬ホール｣がオープン予定!!

広報広報
子育て世代を応援!

｢子育て支援金｣あり!

スタッフスタッフ
募集!募集!

パ 下記参照

（リアン平安閣）

受付/13〜18時（月・木以外）

資格を活かそう！

[パート/清掃]千歳科学技術大学�
（千歳市美々）
給　与▶時給950円〜
時　間▶7:00〜10:30�※実働3.5h�
休　日▶土・日曜、祝日、他�※学校スケジュールによる
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、�

週20h以上勤務は雇用保険加入

[パート/清掃]ザ・ノースカントリーGC
（千歳市蘭越26）�
★季節雇用/4月上旬〜11月下旬
給　与▶�時給950〜1,000円
時　間▶�10:30〜19:30�※実働8h
休　日▶�週休2日
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、制服貸与

[パート/清掃]北海道文教大学･高校�
（恵庭市黄金）
給　与▶�時給870円〜
時　間▶�①8:00〜12:30�②12:30〜16:30�※実働4h
休　日▶�土･日曜、祝日�※学校スケジュールによる
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、�

週20h以上勤務は雇用保険加入

春の増員募集

千歳市美々新千歳空港内�ターミナル�アネックスビル1階
東京美装北海道㈱千歳支店

入社後すぐ使える入社後すぐ使える 特別有休制度特別有休制度 ありあり

[正社員/設備]千歳市民病院�
（千歳市北光2丁目1-1）
資　格▶�1級ボイラー技士（実務経験あれば2級ボイ

ラー技士も可）、乙種第4類危険物取扱者�
※電気工事士あれば尚可

給　与▶�月給200,000円〜（諸手当を含む）
時　間▶�①8:30〜17:00�②17:00〜翌8:00�

※①②シフト制
休　日▶�週2日以上
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、制服貸与

応
募

☎0123-24-☎0123-24-37713771
090-9753-1491

平日

土日祝

　設備社員&　　 清掃員パート正社員

一生懸命働ける方一生懸命働ける方
大歓迎!!大歓迎!!

正設備社員 パ 清掃
◆レストランホールスタッフ
仕　事▶�配膳、オーダー確認等
資　格▶未経験者大歓迎
給　与▶�時給900円〜
時　間▶10:00〜16:00�※実働6h�※繁忙期残業有
勤　務▶�週3〜4日

◆コース管理スタッフ
仕　事▶コースメンテナンス、芝刈り等
資　格▶車通勤可能な方
給　与▶�時給970円〜
時　間▶�5:00〜19:00�※実働7h�※シフト制�※繁忙期残業有
勤　務▶�4週6休

◆従業員食堂スタッフ
仕　事▶簡単な調理等
資　格▶未経験者大歓迎
給　与▶�時給880円〜
時　間▶6:30〜16:00�※実働7h
勤　務▶週�2日程度

〒061-1265�北広島市島松641番地
s.watanabe@s-regentgc.jp
E-mail札幌リージェントゴルフ倶楽部

《共通項目》
期　間▶�4月〜11月下旬
待　遇▶�各種社会保険完備（法定による）、有給休暇、�

制服貸与、従業員食堂有（個人負担150円）、�
昼食補助、送迎バス有、交通費規定支給、�
従業員プレー料金割引有

スタッフ募集スタッフ募集4月〜
11月下旬

お電話またはメールから応募ください。

☎011-377-3111採用
担当

三井アウトレットパークから
車で10分程度のコースです。

・有給休暇　 ・従業員食堂
・送迎バス有
・従業員プレー料金割引有

福利厚生が充実！

4/74/7水水オープン予定!!オープン予定!!

ア 下記参照
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