
2021 年 4 月 9 日（金）ちゃんと 12

グルメファッション

営業営業募集募集 仕　事▶�生活情報紙｢ちゃんと｣の広告・企画営業
資　格▶�要普免、千歳・恵庭市内在住の方、�

エクセル操作できる方
給　与▶�月200,000〜420,000円
時　間▶�9:00〜18:00（休憩100分）�

※月曜日は若干の残業があります。
休　日▶日曜日、他4週6休（シフト制）�
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�

昇給・賞与有（業績による）、諸手当有、�
車通勤可、試用期間1〜3ヶ月位有

千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

応　募▶写真付履歴書（手書き）をご郵送ください｡書類選考の上、後日ご連絡致します。

未経験OK！

☎0123-27-0911
〒066-0073 千歳市北斗4丁目13-20 ■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

あなたのあなたの「好き！」「好き！」をを
活かしませんか？活かしませんか？

生活情報紙 「ちゃんと」 の営業スタッフを募集します。

エンタメビューティー

千歳・恵庭 正 営業スタッフ

農 作 業 収 穫 作 業 スタッフ募集!スタッフ募集!

登録制登録制のの
お仕事お仕事です!です!
★登録期間1年★登録期間1年
★継続更新可能★継続更新可能
★性別・年齢不問★性別・年齢不問

健康で体を動かすのが好きな方にぴったりなお仕事です♪
時
給 円〜950

千歳 パ 農作業、収穫作業スタッフ

千歳営農センター営農振興課
〒066-0035�千歳市高台5丁目1-15

仕　事▶�千歳市内の農家での農作業､
収穫作業

資　格▶�健康で体力に自信のある方、
車通勤可能な方

給　与▶基本時給950円〜
時　間▶�8:00〜17:00�

（作業状況で若干の変更有）
期　間▶�10月下旬頃まで�

（12〜2月休み）
休　日▶�詳細は登録時にて�

（週2〜3日の勤務でもOK）
待　遇▶�労災保険有､交通費規定支給�

（1日350〜600円）
勤務先▶千歳市内の農家

申込連絡の際、登録日をお知らせします。履歴書は不要です。

☎0123-23-5600 担当/
草野・半澤

（受付時間�月〜金�10:00〜16:00）

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

千歳
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

土日勤務できる方大歓迎!!
スタッフ募集

◆生鮮部門◆生鮮部門 寿司
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　

資　格▶�普通自動車免許、介護福祉士又は介護職員初任者
研修修了（旧ヘルパー2級）以上

給　与▶�週5日勤務/時給1,260円〜 
週4日勤務/時給1,200円〜 
※いずれも処遇改善手当を含む 
★業績により年2回一時金を支給 ★昇給制度あり

時　間▶規定による
勤　務▶�週４〜5日（応相談）�※シフト制
待　遇▶�介護福祉士手当、労災保険、通勤・車両借上手当

★�有給を取得しやすい職場です。
★�未経験の方でも同行しますので大丈夫です。

★�ご自宅を訪問し､買い物･掃除･移動等を行います。

〒061-1446　恵庭市末広町125番地1

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

ホームヘルパー募集!

担当/笹川まずは
お電話ください。

時間相談時間相談
できます♪できます♪

☎0123-33-1120

恵庭 パ 訪問介護員

☎0123-24-3771応募 （平日のみ）

�入社後すぐに使える�入社後すぐに使える
特別有休制度特別有休制度あり!!あり!!清掃清掃スタッフスタッフ

恵望園（恵庭市柏木町）
給　与▶時給870円
時　間▶8:00〜12:00（実働4h）�
休　日▶土日祝
待　遇▶�雇用保険加入、制服貸与、交通費規定支給
道の駅花ロードえにわ（恵庭市南島松）
給　与▶時給1,000円
時　間▶7:00〜10:00、14:00〜17:00（実働3h）�
勤　務▶週3〜6日（応相談）
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給

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

恵庭 パ 清掃
パート

◆幼稚園のあずかり保育
資　格▶�幼稚園教諭免許または保育士免許、�

経験者尚OK
給　与▶時給1,160円
時　間▶��15:30〜19:15
勤　務▶�週3日〜OK
休　日▶日・祝、年末年始

◆学童クラブ支援員・補助員
資　格▶�（幼・小・中・高）教諭・保育士・社会福祉士・高校卒業後2

年以上社会福祉事業に従事した者、無資格者OK、その他
給　与▶�資格有/時給1,160円〜　 

資格無/時給1,000円〜
時　間▶��［基本］14:00〜18:40　�

［休校日］7:55〜18:40�
※ともに実働2〜5h（応相談）

勤　務▶週3日〜OK
待　遇▶�健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、通勤

手当、扶養内勤務可能�※学童のみ期末手当

恵庭市南島松
27番地

無資格者OK！ 経験者尚OK♪無資格者OK！ 経験者尚OK♪

アソカ学園 島松幼稚園

幼稚園幼稚園ののあずかり保育あずかり保育
学童クラブ支援・補助員学童クラブ支援・補助員

ま ず は お 気 軽 に お 電 話 く だ さ い 。

☎0123-36-6655
担当/高坂　受付/平日9〜17時

時給
1,160円

業務広大に
伴う募集！

恵庭 パ 下記参照

共通�
項目

セブン-イレブンジャパン向けパンの
製造をしている会社です。

仕　事▶セブン-イレブンジャパン向けパンの製造
資　格▶�未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶�12:00〜21:00　※休憩1h
給　与▶時給870円〜+交通費規定支給
休　日▶�土・日曜　�

※他2ヶ月に1回工場指定の休日有
待　遇▶�各種社会保険完備、有給休暇有、制服貸

与、昇給有（人事考課による）、車通勤可、
交通費規定支給

土日休み

まずはお気軽にお電話ください。
受付/9〜17時�
担当/大松

恵庭
工場 ☎34-6866

スタッフ募集!!スタッフ募集!!

パン製造

株式会社エフビーエス
恵庭工場 〒061-1411�恵庭市恵南1番地

恵庭 パ パン製造スタッフ

仕　事▶�一般住宅の基礎工事･施工｡�
その他､ブロックやコンクリート工事などの�
建設工事に付随する基礎･土台工事全般

資　格▶�未経験者歓迎､学歴不問、要中型免許以上�
(4tダンプの運転有)�※免許がない方も応募可能

給　与▶�日給月給制/経験者/日給13,000円〜 
　　　　　 未経験者/日給10,000円〜

時　間▶�7:30〜17:30(休憩120分)
休　日▶�日曜日､他(就業カレンダーによる)､�

GW･お盆･年末年始
待　遇▶�各社保完備､車通勤可(無料P有)、資格･技能手当

(当社規定有)、資格取得支援制度(クレーン･玉掛
け､中型免許などの必要な免許�※当社規定有)､�
正社員登用制度有(実績有)､試用期間1週間〜�
1ヶ月有/同条件､道具一式支給(試用期間終了後)

勤務先▶�千歳市清流2丁目3内（資材置場）�
※ここから現場に向かいます。

千歳市花園
4丁目11-5

まずはお電話ください。
面接日や勤務開始日の相談可能です!!

☎0123-23-5004
有限会社 岡田工務店

担当/岡田

★資格･技能手当有★資格･技能手当有
★資格取得支援制度有★資格取得支援制度有

正社員登用制度有!!

現場現場スタッフスタッフ
募 集

千歳 契 パ 現場スタッフ

札幌市中央区南7条西10丁目1029
株式会社ベルックス 警備事業本部

担当/羽田野・大谷

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎011-531-4411

仕　事▶�病院施設での警備�
（受付業務、出入管理、巡回業務）

資　格▶�未経験者歓迎
時　間▶�平日/17:00〜翌8:00(実働11.5h)�

土日祝/9:00〜翌9:00(実働19.5h)�
※シフト制

給　与▶ 時給900〜950円
休　日▶�シフト制
待　遇▶�雇用保険、交通費規定支給、車通勤可、�

制服貸与

◆病院施設警備（千歳市東雲町）

施設 施設 
警備員警備員募募

集集

未経験者 
歓迎!!

千歳 契 施設警備

仕　事▶�厩舎、馬房、パドックの清掃�※馬には一切触りません。
資　格▶マイカー通勤可能な方
時　間▶�7:00〜10:00（実働3h）
給　与▶�日給3,200円 ★賞与有
休　日▶�週1日〜�※日数応相談
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、慶弔特別休暇、

社員割引制度有、他福利厚生充実

期　間▶4月16日〜10月15日
仕　事▶�除草、収穫
資　格▶マイカー通勤可能な方
時　間▶�9:00〜16:00（実働6h）
給　与▶�時給1,000円
勤　務▶土･日曜、ＧＷ
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、慶弔特別休暇、

社員割引制度有、他福利厚生充実

●まずはお電話ください。【受付/9時〜16時】●メール応募も受付中！ 24時間OKです。
〒059-1361�苫小牧市美沢114番地7
ノーザンホースパーク

☎0144-58-2813☎0144-58-2813 担当/田中 http://www.northern-horsepark.jp/

◆厩舎清掃スタッフ厩舎清掃スタッフ（通年）（通年） ◆農園スタッフ農園スタッフ（（4/16～10/15まで））

即日採用！�すぐ働けます！

WワークWワーク
�OK！�OK！

勤務･休日 
応相談!!

keiri3@northern-horsepark.co.jpkeiri3@northern-horsepark.co.jp

苫小牧 ア 厩舎清掃スタッフ、農園スタッフ

仕　事▶コース案内、ゴルフクラブの受渡し等
給　与▶�ラウンド給8,500〜10,300円 

※経験による 
�★月収例/25日勤務（31ラウンド）月275,500円〜

未経験者
歓迎

期間社員 キャディ 経験者優遇

皆様からのご応募お待ちしております

北海道クラシック
ゴルフクラブ

北海道クラシックゴルフクラブ

未経験者未経験者
歓迎です!歓迎です!

スタッフ募集スタッフ募集
正社員 期間社員

2021年度

勇払郡安平町早来富岡406

期　間▶�2021年4月〜11月中旬
休　日▶�［正］当社就業規則による��

［期］月5〜10日程度（ポーターは15日程度）
時　間▶�6:30〜19:00の間で早番遅番シフト制��

※職種により若干変動します。
待　遇▶�有給休暇有、各社保完備、制服貸与、�

収入調整扶養範囲内OK、交通費規定支給、
勤務終了後ゴルフ練習・プレー可

●新千歳空港より車で約15分

電話連絡の上、面接時に履歴書をお持ちください。
仕事内容、勤務等、お気軽にお問合せください。

担当/原田・水田
☎0145-22-4101
●お問合せメールアドレス

tharada@classicgolf.jp

仕　事▶�運営業務全般
給　与▶�［正］月給180,000〜330,000円 

［期］時給1,200円〜

正・期 ゴルフ場運営スタッフ

仕　事▶�コース内芝刈り、車両系の運転操作、�
造園業務他

給　与▶�［正］月給208,800円〜 
［期］時給1,100円〜

正･期 コース管理スタッフ

仕　事▶��ゴルフバッグの受け渡し接客、ゴルフボールの�
回収、清掃他

給　与▶�時給1,000円〜

期間社員 ポーター

期間社員 レストランホール
仕　事▶��注文受付、�

配膳等のホール業務
給　与▶時給1,050円〜

扶養内応相談

丁寧な指導で、
初めてでも安心！

スタッフ参加のゴルフコンペの様子です♪

共
通
項
目

勤務終了後の勤務終了後の
ゴルフ練習・プレーOK!!ゴルフ練習・プレーOK!!

HPをご覧ください▼

http://www.hcgc.jp/

安平 正 期 下記参照

まずはお気軽にお電話ください。

0120-095-0120-095-350350 函館市新川町1-24　R4TM新川町 5F
株式会社スピード北海道
一般労働者派遣事業（派01-300425）�有料職業紹介事業（01-ユ-300238）

★平日出勤で生活リズムが安定します。 
★千歳・恵庭にて、出張面接いたします！

勤務先▶��千歳市北信濃
仕　事▶変圧器製造業務
給　与▶��時給1,100円
時　間▶��8:30〜17:00（実働7.75h）
休　日▶��土日祝
期　間▶�3ヶ月更新（長期）
待　遇▶�社保完備、�

車通勤可（駐車場完備）、�
交通費規定支給

時時
給給1,1001,100円!!円!!

土日祝休み

未経験者歓迎!!
千歳 派 変圧器製造

(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。

千歳 パ 清掃
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