
2021年3月26日（金） ちゃんと9

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↓

給　与▶時給900～1,100円
資　格▶学生可　　　　時　間▶��16:00～21:30
勤　務▶�シフト制�※応相談�★定休日/火曜日�
待　遇▶�制服貸与

千歳市幸町
5丁目1-2-1

まずはお電話ください。

☎0123-26-5866
090-8906-4803

生ラム モンゴル

担当/店長

ホールスタッフホールスタッフ
募集!!募集!!

社員社員
登用有登用有

経験者経験者
優遇優遇

ア ホールスタッフ

時給1,000円!!
未経験者歓迎
期　間▶�5/6～9/30�

※延長の可能性有
仕　事▶�パソコンへのデータ入力
資　格▶�未経験者歓迎、パソコン入力可能な方
給　与▶時給1,000円
時　間▶��8:45～17:30�※実働8h
休　日▶��土日祝
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶�恵庭RBP/恵庭市恵み野北3丁目1-1

恵庭市恵み野北
3丁目1�S-206

お電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-29-5080
㈱ガーデンシティ恵庭

受付/平日9～17時　　担当/粟野

ア データ入力
仕　事▶�グループホーム入居者の生活介護全般
資　格▶�正/介護福祉士資格�

パ/資格不問
給　与▶�正/月161,000～170,000円�

　��+夜勤手当6,000円/回　�
パ/時給870～1,000円�
　��+夜勤手当6,000円/回　�
※経験・資格による

時　間▶��①8:30～17:00　②11:00～19:30�
③17:00～翌9:00　�
※シフト制　※パートは応相談

休　日▶�正/月9日　パ/勤務日数応相談
待　遇▶�各社保完備（パートは勤務による）、交通

費規定支給、車通勤可、制服貸与、食事補
助有、(正のみ)昇給年1回、賞与年2回恵庭市黄金北3丁目12-6

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

グループホーム すずらんの家

介護職員介護職員
募集!!募集!!

☎0123-39-2223
受付/9～17時　担当/谷口

正社員 パート

夜勤夜勤
手当有手当有

賞与有賞与有
（正社員のみ）（正社員のみ）

正パ 介護職員

期　間▶4月中旬～11月末まで
仕　事▶�未経験者/芝生の草刈の補助からスタート�

経験者/�芝生の草刈、ハーベスターの後ろに乗って
コンベアで上がってきた芝生の回収

資　格▶�未経験者/年齢不問、要普通免許（通勤用）�
経験者/�要普通免許（通勤用)、トラクター運転�

経験者歓迎
給　与▶�時給1,000円～�※経験による
時　間▶��10:00～16:00の間で4h～�※状況により多少残業有
勤　務▶�週3～5日�※日数応相談
待　遇▶�雇用・労災保険、車通勤可、昇給有、交通費規定支給、

車の貸出有（通勤用)、試用期間3ヶ月/同条件
勤務先▶千歳市新川、千歳市駒里

千歳市旭ヶ丘4丁目6-4

応�募 080-6099-5504
有限会社�村上ファーム

芝生の草刈り
スタッフ募集!!

担当
村上

期ア 芝生の草刈り

仕　事▶�レジ及び品出し
資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶�時給870円　�

★試用期間2ヶ月/時給865円
時　間▶��①9:30～14:30（実働5h）�

②14:15～19:15（実働5h）�
※シフト制、応相談　★②だけの勤務も可

勤　務▶週2～5日　※応相談
待　遇▶�雇用保険、労災保険、有給休暇制度、�

交通費規定支給、制服貸与
勤務先▶�ジェイ・アール生鮮市場恵庭店/恵庭市末広町121-1

札幌市東区北6条東3丁目3-20

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-32-6555
㈱北海道ジェイ・アールフレッシュネス・リテール

受付/10～17時
担当/したや

パ レジ及び品出し

スタッフ募集!!
レジ・品出し
★未経験者歓迎! ★有給休暇有!
★土日祝は加給有♪

土日祝は土日祝は
+30円+30円

通 年 雇 用通 年 雇 用
しています！しています！

夕張郡長沼町東6線南11
☎0123-84-2836�

FAX�0123-84-2602�

農事組合法人 駒谷農場

仕　事▶�農作業
資　格▶�要普免（AT限定不可）、�

未経験者歓迎
給　与▶�未経験者/月180,000円～�

　経験者/月200,000　　
　　　�　�～250,000円　�
　　　　��※経験・能力による

時　間▶�4月～10月/7:00～18:00�
11月～3月/8:00～17:00

入社日▶�4月～
休　日▶�4月～10月/週1日休み�

11月～3月/週2日休み
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

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

やる気のある方歓迎!!やる気のある方歓迎!!

長沼の雄大な土地で、のびのびとお仕事しませんか！！長沼の雄大な土地で、のびのびとお仕事しませんか！！

昇給･賞与有昇給･賞与有

正 農業

〒061-1422�恵庭市盤尻20-1
スウィートグラス

Far m and R estaurant

仕　事▶ホール、調理、調理補助
時　間▶�10:00～18:00の4～8h�※応相談
勤　務▶�シフト制�※応相談
給　与▶�平日/時給900円　�

土日祝/時給950円
待　遇▶�交通費支給（市内/1日300円・市外/１日400円）、�

車通勤可（無料P有）、食事付

受付/16時迄��担当/嘉屋（かや）☎32-0418
まずはお電話ください。出張面接も可

★★土日勤務の学生さん大歓迎! 送迎いたします!!土日勤務の学生さん大歓迎! 送迎いたします!!

土日祝のみの土日祝のみの
学生さん歓迎学生さん歓迎

土日祝土日祝はは時時
給給950950円円

パ 下記参照

ナイトフロントナイトフロント
スタッフ募集!スタッフ募集!

えにわビジネスホテルSG

担当/齋藤☎0123-33-5611

仕　事▶�ルームキーの受け渡し、精算、他ホテル雑務
資　格▶未経験・WワークOK、シニアも歓迎
給　与▶�日給7,000円+深夜手当/月10,000円�

※研修期間有/時給870円
時　間▶19:00～翌9:00�※仮眠/24～6時(変動有)
勤　務▶�月15日程度(2勤3休もしくは3勤2休)
待　遇▶各社保完備、車通勤可

受付/10～17時
電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

恵庭市泉町111-1

未経験でも安心の研修制度有♪

正 ナイトフロント

仕　事▶�冷凍食品部門のピザの焼成・梱包、ジェラートの
製造・梱包等の裏方業務

時　間▶��7:30～16:00�※実働6h

《共通項目》
給　与▶時給900円�※試用期間3ヶ月/時給861円
勤　務▶�週2～4日�※季節により変動有��

※月曜、第二火曜定休日
待　遇▶�制服貸与、車通勤可、試用期間3ヶ月、�

ジェラート50％OFF特典有

仕　事▶�配膳・会計・清掃・簡単な仕込み等の店内業務全般
時　間▶��10:00～17:30�※実働4～6h

恵庭市黄金南2丁目19-7

担当/太田応 募 ☎0123-34-6301
ピッツェリア エ トラットリア チェルボピッツェリア エ トラットリア チェルボ
ジェラテリア ジジジェラテリア ジジ

黄金南のイタリア料理・ジェラート専門店

長期勤務出来る方歓迎!

ジェラート・冷凍ピザ製造スタッフ

イタリア料理店・ジェラート店ホールスタッフ

ア/パ

ア/パ

★未経験者歓迎! ★50〜60代の女性活躍中!

★子育て中の方も働きやすい♪

事業拡大事業拡大
につきにつき スタッフ増員スタッフ増員

募集!!募集!!

カフェ部門の新店8月オープン予定!カフェ部門の新店8月オープン予定!  

元気で明るい方大歓迎!

アパ 下記参照

★随時面接致します
【月～金曜】9～18時0120-357-337

080-5729-7602�（土・日曜、祝日）

電話の上、
写真付き履歴書・職務経歴書をご郵送ください。

入社日▶4月～
資　格▶要普通免許、経験者優遇
仕　事▶�利用者さんへの業務指導・見守り、支援記

録・日報等のデータ入力、社用車を使用した
利用者さんの送迎等、事業所内作業

時　間▶9:00～18:00�※休憩1h
勤　務▶�月～金曜�※祝日がある週は土曜出勤有��

※月20日程度
給　与▶月17～23万円
待　遇▶�各種社会保険完備、交通費規定支給、�

昇給・賞与有（業績による）、車通勤可、有給休暇
勤務先▶千歳市勇舞

一般労働者派遣事業（派01-300285）〒066-0042
千歳市東雲町
1丁目9-6㈱マグナクルー

就労支援B型就労支援B型��

生活支援員生活支援員
★特別な資格は必要なし!!

募集!!募集!!

契 就労支援B型生活支援員

《共通項目》
時　間▶�[日勤]8:50～17:15��

[早番]7:15～15:40�[遅番]10:35～19:00��
[夜勤]17:00～翌9:10

勤　務▶�4週8休�※月平均休日10日
待　遇▶�各社保完備、車通勤可、送迎有、�

保育所利用可（有資格者のみ）、昼食有（1食330円）
勤務先▶�医療法人社団�翔仁会��

介護老人保健施設エスポワール北広島（入所・通所)、
介護付有料老人ホーム悠々、グループホーム雪ぼうし

医療法人社団 翔仁会

介護福祉士･
介護職員募集

◆介護福祉士/正職員
給　与▶�月155,570円（資格手当込)+他手当　�

★月収例/202,070円～�
　※当社規定（世帯主・夜勤月5回の場合）�
★賞与年2回(4.0ヶ月)

◆介護職員/正職員
給　与▶�月140,000円+他手当�

★月収例/186,500円～�
　※当社規定（世帯主・夜勤月5回の場合）��
★賞与年2回(2.8ヶ月)

★パートも可【1日4h～、週3～5日で応相談】
【介護福祉士】時給1,100円～
【介護職員】時給1,000円～

●ホームページをご覧ください。�http://www.shojinkai.or.jp/

採用担当応募 ☎011-376-3911

医療法人社団��翔仁会 北広島市輪厚
704番地16

がない
方も

も

★各種手当も充実！
夜勤（5,000〜7,000円）、土曜500円、日曜･祝日1,000円、 
住宅（15,000円 ※上限）、家族（配偶者:10,000円、子供:3,000円）、 
冬期燃料手当、通勤手当、処遇改善5,000円（賞与時一時金有）

北広島市就労支援金あり!!
※北広島市役所HPをご確認ください。

さらに
2～10万円支給

★施設見学ご希望の方はお問い合わせください。

資
未

格
経 験

正職員
として採用

就労
支援金

正 介護福祉士、介護職員

お客様に喜びを届ける
お仕事です。

20名20名
程度程度

期　間▶�4月初旬～�※長期、短期（～5月20日）どちらも募集��
※開始・終了期間は応相談

仕　事▶�①通販の電話対応�②注文入力事務�③通販のメール対応
資　格▶�不問、Word・Excel経験者歓迎
給　与▶�時給900円

電話･FAX･メール
を使ったお仕事です。

●まずはお気軽にお電話ください。 

☎0123-48-2800☎0123-48-2800

初 心 者 大 歓 迎 ! !初 心 者 大 歓 迎 ! !

ケイシイシイ株式
会社 千歳市泉沢1007-111

ダイレクトマーケティング部

●フルタイム・長期勤務可能な方歓迎
●開始・終了時期はご相談に応じます。組織拡大に向け 大型増員

時　間▶�9:00～18:00の間でシフト制、応相談
休　日▶�月9～10日�※時期により変動有
勤　務▶�週3～5日
待　遇▶�各社保完備（勤務時間による）、�

交通費規定支給、車通勤可、送迎有（千歳駅）
【受付/9～17時 担当/吉田】

アパ 受注･問い合わせ対応事務

千歳駅から
送迎有!

恵庭市戸磯201-20

◆正社員
時　間▶基本9:00～18:00�※早出、遅出有
給　与▶�月給165,330円～194,770円�

※残業手当、深夜割増手当（経験・能力等を考慮）
休　日▶年間105日、月8～10日�※月の勤務日数による

◆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。

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▶�各社保険完備、昇給年1回、有給休暇、産前産

後休暇・育児休業取得、交通費規定支給、制服
貸与、車通勤可、正社員のみ賞与2回、退職金
制度（勤続5年以上が対象）

共
通
項
目㈱デザートランド

北海道工場

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡「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！

★産前産後・育児休暇あり!
★賞与年2回あり（正社員のみ）

福利厚生
充実!

アルバイトも同時募集! ★土日のみ勤務歓迎

正社員
パート スタッフ募集!スタッフ募集!

未経験者 未経験者 
歓迎!歓迎!

正社員正社員
デビューデビュー
ももOK!OK!

主婦（夫）主婦（夫）さんさん
歓迎!歓迎!

正アパ 工場スタッフ

食事補助有!!

株式会社ニュー三幸 小樽市稲穂1-3-6
サンモール1番街

Since1954

期　間▶4/17オープン～11月中旬
資　格▶�公共交通機関がない為、車通勤できる方
給　与▶�①時給950円～��

②時給900円～��
③時給1,200円～�
※③は試用期間2ヶ月有/時給1,000円

時　間▶�(a)6:00～12:00�(b)9:00～16:00�
※その他6:00～18:00の間で6h勤務

勤　務▶�週3～5日�※応相談
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、�

食事補助有（1食160円）
勤務先▶��恵庭カントリークラブ�クラブハウス内�

レストラン（恵庭市盤尻53番地2）

【受付/9～17時】
 ※12～14時は除く

まずは、お気軽にお電話ください。
☎0136-58-2021

①レストラン接客 ②調理補助・洗い場
③調理スタッフ（調理師免許保有者）

恵庭カントリークラブ恵庭カントリークラブのの

ゴルフ場レストランゴルフ場レストラン

アパ 下記参照
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