
2021 年 12 月 3 日（金）ちゃんと 14

� 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/車両の入出庫受付、簡単なPC操作有
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
勤務先▶千歳市泉沢/TAA北海道会場

170170,,000000円円
月月
給給

以上!!以上!!

千歳 契 施設警備

仕　事▶�20食程度の食事作り・後片付け�
★決まったメニューに沿って作るだけ！�
　材料等も準備済み！�効率よく作業できます。

資　格▶�不問
時　間▶�平日/15:00〜19:00�

土日祝/10:00〜13:00（昼食作り）
給　与▶�時給900～1,000円 ※経験考慮します。
勤　務▶�週3日以上�※平日のみも応相談
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、処遇改善加算支給（年2回）
勤務先▶�グループホーム青葉の郷（千歳市蘭越10-37）

〒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。
※面接後、相談の上勤務開始日を決定致します。

調理員調理員募募
集集パート 家庭での調理経験家庭での調理経験がが

あればOK!!あればOK!!

事前の施設見学OK!

千歳 パ 調理員

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

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

勤務日数・休日応相談!!

学生アルバイト歓迎!

◆レジ◆レジ
時　間▶�①13:00〜17:00�

②17:00〜21:00
給　与▶�時給899円 

（学生/時給889円～）
勤　務▶週3日〜
待　遇▶�雇用保険（勤務時間により加入）、

有給休暇有、制服貸与

千歳 ア パ レジ　

北海道クリーン開発㈱ 〒053-0016
苫小牧市寿町2丁目3-14

（田口）応 募

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！！

0120-03-6323
　080-2871-5294

千歳 パ 清掃

◆スーパーアークス千歳店
時　間▶�7:00〜10:00、13:00〜17:00��

※シフト制
勤　務▶�週4日程度
【共通項目】
給　与▶時給889円
資　格▶未経験者歓迎
待　遇▶�労災保険、制服貸与、�

交通費規定支給、車通勤可

◆ちとせモール
時　間▶�14:30〜19:30　※シフト制
勤　務▶�週5日程度

勤務日数 相談可！！

★経験者歓迎 ! ★車好きな未経験者
　にもオススメ

アルバイトパート

仕　事▶�レンタカーの受付、�
軽整備・洗車・送迎のお手伝い

資　格▶�経験者歓迎、�
要普通免許（AT限定OK）

給　与▶�時給920円～
時　間▶�7:30〜19:00の間でシフト制��

※応相談
勤　務▶�週3日〜�※シフト制�

※土・日曜のみ・Wワーク等応相談
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、�

カップ式飲料機使い放題

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-26-2191《担当》
つのだ

千歳市東雲町5丁目7-3�
ニコニコレンタカー千歳東雲町店

ニコニコレンタカー千歳東雲町店
スタッフ募集 スタッフ募集 

千歳 ア パ レンタカー業務

レンタカー・ガソリンスタンド業界の経験者歓迎!

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-26-2191 《担当》
つのだ

正社員
募集!

仕　事▶�新車、中古車の販売業務、軽整備、他
資　格▶�未経験者歓迎、�

要普通免許（AT限定OK）
給　与▶ 月160,000円～ 

※例/月200,000円以上も可能 
※試用期間1～6ヶ月/時給889円～

時　間▶�10:00〜19:00(実働8h）
休　日▶�4週8休�※火曜定休�

他シフト制�※会社カレンダーによる�
年末年始

待　遇▶�各社保完備、業績賞与年2回、�
燃料手当、交通費規定支給、車通勤可、
カップ式飲料機使い放題

スターオート
千歳市東雲町5丁目7-3�株式会社スターオート 千歳店

http://starauto1995.com/

月20万円以上
も可能‼︎

千歳 正 販売、軽整備

札幌市中央区南1条東2丁目11-4 ミナミ1条タカハタビル8階
キョウワプロテック㈱札幌事業所

時　間▶�①9:30〜18:45（実働7h）�
②9:30〜13:30��
③14:45〜18:45�
※①〜③時間選択可��
※②③扶養内勤務可

給　与▶�時給900円～
休　日▶�週2〜3日程度（シフトによる）�

※�希望を聞いてシフトを作るので、�
希望は全て叶えられます。

待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、社保完備、�
車通勤可(無料駐車場完備)、入社祝い金�
1万円支給（規定有）

勤務先▶�陸上自衛隊東千歳駐屯地内食堂

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は千歳・恵庭市内で行います。土日祝も随時受付中!!

☎011-207-0911☎011-207-0911 担当/中村

食
器
洗
浄
ス
タ
ッ
フ
増
員
募
集
！勤務開始日応相談!!

GW、お盆、年末年始にまとまったお休みを取ることも可能！

千歳 パ 食器洗浄
食洗機を使用しての食器洗浄の 食洗機を使用しての食器洗浄の 

お仕事です。 お仕事です。 
テーブル拭き等の、簡易な清掃有。 テーブル拭き等の、簡易な清掃有。 

4〜5人で作業をするので、 4〜5人で作業をするので、 
初めての方も安心♪初めての方も安心♪

◆札幌工場（恵庭市戸磯47-7）
資　格▶�未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶�9:00〜18:00、21:00〜翌6:00　�

※時間前後要相談
給　与▶�時給890円～+交通費規定支給 

※22:00～翌5:00/深夜手当有
休　日▶週2日　※シフト制
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

製造製造

株式会社エフビーエス
〒061-1405　恵庭市戸磯47-7札幌工場

☎31-0900
まずはお気軽にお電話ください。

受付/9〜17時�
担当/原田・本間

パパンン

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。

スタッフ募集

パンがパンが
良い匂い♪良い匂い♪

恵庭 パ 製造

24時間受付OK！ 
お気軽にお電話ください。 0120-172-6420120-172-642

給　与▶�時給1,050円～
時　間▶�①8:30〜17:30�

②15:00〜翌0:00�
③10:30〜19:30�
④11:30〜20:30

期　間▶即日〜翌2月中旬
休　日▶土日（工場カレンダーによる）

洋菓子の製造

時給1,050円〜
即日〜翌2月中旬

《千歳市》

給　与▶�時給1,000円～
時　間▶��9:00〜15:00�

（実働5.5h）
期　間▶長期
休　日▶シフト制（相談可能）

★土日出勤可能な方大歓迎! ★①は送迎有

ホテルの客室清掃

時給1,000円〜
長期

《千歳市》

千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F
当社は「社団法人�日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号�派01-300587㈱アスクゲートノース

☆登録時に12月3日号のQ人ナビを持参の方限定

採用決定から勤務5日目に
お米5kgプレゼント!

先着先着
10名!!10名!!

給　与▶�時給1,100円～
時　間▶�17:00〜翌0:00�

のうち実働5h以上�
※相談可

期　間▶即日〜12月末（更新制）
休　日▶�シフト制�

（週3日以上の勤務）

★勤務時間･日数相談可！

居酒屋ホールスタッフ

時給1,100円〜
即日〜12月末（更新制）

《千歳市》

WEB面接も可能です。
まずはお気軽にお問合せください。

千歳 派 清掃、製造、ホールスタッフ

アスクゲートノース

オススメオススメ求人!求人!

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！

寝ワラの交換

年2回
ミニボーナス

支給

アーモンドアイ、ディープインパクト、
ジェンティルドンナなど、

多くの名馬を輩出している競走馬牧場です。
未来の名馬たちの暮らしを支えるお仕事に、 

興味ありませんか？

仕　事▶�ⓐ馬が別棟にいる間に、敷いて�
　あるワラを取り替える作業�
ⓑエサが入っている器の洗浄�
ⓒ厩舎および厩舎周辺の掃き掃除�
※ⓐ〜ⓒを3〜4人で分担

時　間▶�6:00〜9:00
給　与▶�時給1,000円 

※月収例/月26日勤務の場合、 
　月78,000円

勤　務▶�①週6日�②週5日�※①②選択可
休　日▶�［週6日勤務］�

日曜定休、夏季・冬季休暇�
［週5日勤務］�
週休2日制（日曜、他1日）

待　遇▶�労災保険、車通勤可、交通費規定
支給、夏季・冬季ミニボーナス有、
忘年会等のイベント有、定期健康
診断、食堂利用可

勤務先▶�ノーザンファーム早来�
（勇払郡安平町早来源武275）

牧牧場場作業作業
スタッフ募集!!スタッフ募集!!

長期長期で勤務で勤務
できる方歓迎できる方歓迎♪♪ Wワーク

OK！

《週5日 or 週6日 働き方選べます！》

掃き掃除

職場見学職場見学
まずは

してみませんか？してみませんか？

いきなり長期で働くのは心配…　そんな方に！▼

まずは短期の勤務から始めることもOKOKです！です！

安平 パ 牧場作業

ミスターカレー 
イオン千歳店

千歳市栄町6丁目51

まずはお気軽にお電話ください｡ 
面接時には写真付履歴書をお持ちください。

（担当）

（店舗）☎0123-25-5207
080-4290-0471

資　格▶�未経験者歓迎､車通勤できる方
時　間▶�9:00〜21:30の間で実働8hシフト制
勤　務▶��4週6休(シフト制)､他休み有��

※年間休日数104日
給　与▶��月250,000～300,000円 

(経験･年齢等考慮)
待　遇▶�各社保完備､車通勤可能、制服貸与､�

昇給有､有給休暇､交通費規定支給�
(上限有)

正社員　　キッチン

資　格▶�未経験者歓迎､主婦(夫)･学生(高校生)･�
フリーター歓迎

時　間▶�9:00〜21:30の間実働4〜8h(応相談)�
【勤務時間例】�
9:00〜14:00、11:00〜15:00、�
17:00〜21:00、17:00〜21:30、�
9:00〜17:00等�
★希望時間はご相談ください｡

勤　務▶�週1〜6日�
★土日祝休み、土日祝のみ、Wワーク、�
　週3日程度等、まずはご相談ください。

給　与▶�時給900～1,000円（扶養内勤務OK） 
※試用期間1ヶ月間(期間中も同待遇)

待　遇▶�各社保完備(勤務による)､車通勤可能、�
制服貸与､昇給有､有給休暇､�
交通費規定支給(上限有)

アルバイト・パート　　キッチン

キッチンスタッフキッチンスタッフ
じっくりコトコト丁寧に。じっくりコトコト丁寧に。

　たくさんの人が笑顔になるオリジナルのカレーを　たくさんの人が笑顔になるオリジナルのカレーを
私達と一緒に作りませんか？私達と一緒に作りませんか？

★お子様の学校行事等
　希望に合わせて
　予定が立てやすい♪
★学生さんのテスト休み希望もOK！

2525～～3030万円万円
900900〜〜1,0001,000円円

月
収
月
収

時
給
時
給

アルバイト
パート

マニュアルがあるから、料理初心者でも安心♪

希望シフト制!

ご家庭での調理経験が生かせます!!

(1)

(1)

イオンイオン
千歳店千歳店

千歳 正 ア パ キッチン

正社員

募募
集集

デザイナー募集

下記住所へ写真付履歴書をお送りください。

★未経験者も応募可！
★�もちろん、�
即戦力も大歓迎！

仕　事▶「Q人ナビ」「ちゃんと」の紙面・広告制作
給　与▶�月200,000円以上 ※経験により優遇
資　格▶�Illustrator・Photoshopを使える方�

（InDesign使用できれば尚可）�
★Webの知識がある方尚可

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ヶ月位有

☎0123-27-0911 《採用担当》葉多埜・髙橋
〒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

千歳 正 デザイナー

＼仕事探すなら／

求
人
ナ
ビ
な
ら

い
つ
で
も
ど
こ
で
も

お
仕
事
探
せ
る
よ
。


