
2022年1月1日（土）ちゃんと 18

web

求人広告の
お申し込みは
■発行 株式会社メディアコム 千歳市北斗4丁目13番20号
■Q人ナビウェブサイト https://chanto.biz/qnavi/

千歳・恵庭近郊のお仕事探し応援します！

℡0123-27-2611

毎週木曜日更新《雇用形態マーク》 契 契約社員 準 準社員 パ パート ア アルバイト 委 委託 臨 臨時職員 期 期間社員 嘱 嘱託社員 他 その他正 正社員 派遣社員派 営業時間  10:00～18:00 飲食コーナーは15:00迄（年中無休）
千歳市真々地4丁目9-1 ℡ 0123-27-0510

毎
月18日
いちばの日 10～8％OFF!全

品

30%OFF!
お菓子 20%OFF  
民芸品 10%OFF  

いつでもお得!

※一部除外品有

店頭表示
価格より

300円ラーメン
みそ・しお・しょうゆ

（税込）

海産物

さらに

 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

170,000円月
給

以上!!

千歳 契 施設警備

◆正社員
時　間▶基本9:00～18:00 ※早出、遅出有
給　与▶ 高校新卒/月給171,730円 

25歳以上、大学新卒/月給201,170円 
※残業手当、深夜割増手当（経験・能力等を考慮） 
※委細面談

休　日▶ 年間105日、月8～10日  
※月の勤務日数による

恵庭市戸磯201-20㈱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

【パート】 ◆洗浄・荷受け ◆製造 ◆衛生
時　間▶ ①9:00～18:00（8:00～17:00） 

②9:00～18:00
給　与▶ 時給970円
勤　務▶シフト勤務可能

恵庭 正 ア 製造パ 洗浄、荷受け、製造、衛生
【正・ア】 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）

◆アルバイト
時　間▶ ①17:00～22:00  

②7:00～12:00
給　与▶ 時給1,050円
勤　務▶ 月12～15日 ※年中無休のため、シフト制

資　格▶ 未経験歓迎
待　遇▶ 各社保険完備（勤務時間による）、昇給年1

回、有給休暇制度、産後休暇、育児休暇、制服
貸与、車通勤可、交通費規定支給、 
正社員のみ賞与年2回、 
退職金制度（勤続5年以上が対象）

全
体
共
通
項
目

長期

長期

株式会社道央環境センター 恵庭市本町27番地

☎0123-34-0740応 募

給　与▶ 時給900円
時　間▶ 8:00～12:00
勤　務▶月～金の間で週4～5日

◆清掃 《パート》
◉サッポロビール工場

給　与▶時給930円
時　間▶18:00～22:00　
勤　務▶週3日～OK（シフト制）
休　日▶土日祝

◆清掃（手術室） 《パート》
◉我汝会えにわ病院

待　遇▶ 社保完備（勤務時間による）、 
賞与年2回、制服貸与、交通費規
定支給、車通勤可、有給休暇有

共通 
項目

給　与▶ 時給930円
時　間▶ 5:00～19:30の間で実働4～8h
勤　務▶シフト制 ※応相談

◆厨房（調理補助） 《フルタイム/パート》
◉我汝会えにわ病院 フルタイム・扶養範囲内

選択可

恵庭 パ 清掃、調理補助

時　間▶ ［日勤］①7:00～16:00 ②9:00～18:00  
　　　③10:30～19:30 
［夜勤］④18:00～翌9:00 

待　遇▶ 社保完備（勤務による）、昇給有、交通費規定
支給、有給休暇（1年間で100%消化可能）、 
車通勤可（無料駐車場有）、処遇改善加算手当
（年2回支給）、正社員登用制度有

㈱サンボウ
グループホーム ぬくもりの里
千歳市住吉４丁目８-１４

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。
受付/9時～18時（人事担当直通）090-3399-5886

介護職員募
集

日勤のみ無資格OK

すぐに働きたい
勤務開始日
応相談

冬休み明けから 
働きたい
春から働きたい

Wワーク 幅広く対応致します!

★12/29～1/3はお休みです。

夜勤専従

千歳 パ 介護

資　格▶ 無資格OK（介護職員初任者研修修了、 
介護福祉士資格あれば優遇）

給　与▶ 介護福祉士/時給1,200円～ 
初任者研修修了/時給930円～ 
無資格・未経験者/時給890円～

休　日▶ シフト制

製造員募集アルバイト

山崎製パン㈱札幌工場 恵庭市恵南10-1 ★中央バス｢山崎製パン札幌工場前｣から徒歩5分

《受付》9～18時
人事採用担当まで☎0123-34-1128まずは、お気軽にお電話ください。

期間の延長や
長期勤務への移行も可能!即日～1月末

仕　事▶ パン・和洋菓子・弁当等の製造補助および仕分け 
（ベルトコンベアを利用した仕上げ・盛り付け等のライン作業）

時　間▶ 昼勤/9:00～18:00（休憩1h）、14:00～18:00 
夜勤/19:00～翌4:00（休憩1h） 　 
※生産量に応じ、2h程度の残業の可能性有

給　与▶ 昼勤/時給900円 夜勤/時給1,000円 ※22～翌5時は深夜時給1,250円 
★月末月初手当あり！ 
　（実働6h以上の方が対象。合計6日間、最大6,000円） 
　毎月末3日間と毎月初めの3日間は、1日出勤ごとに1,000円支給

資　格▶ 未経験者歓迎 ※食品衛生上マニキュア・付け爪・ひげは禁止、貴金属類の着用不可
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場完備）、勤務日にパンのお土産有、 

当社製品社内販売有、格安食堂完備（パン食は無料）、制服貸与、近郊エリア無料送迎バス有

★JR恵庭駅から無料送迎バス有！　★パートも同時募集！ 興味のある方はお問合せください。

月末・月初
手当あり! ※実働6h以上の方が対象※月初/1～3日　月末/28～30日又は29～31日

1日出勤毎に +1,000円 ▶ 1ヶ月で最大 +6,000円

期間

みーんな大歓迎!!

土日のみ
1日だけ
主婦（夫）
学生さん

平日のみ夜勤急募
WワークOK

恵庭 ア 製造

早期募集2022年

未経験者歓迎！

 シニア世代・ 
 主婦(夫)さん大歓迎！

面接時履歴書不要

期　間▶3月中旬～11月末頃
仕　事▶ ガラスハウス農園内でのトマトの 

収穫・選別・パック詰め作業。
時　間▶ ①8:00～16:30（休憩90分、実働7h） 

②9:00～16:30（休憩90分、実働6h） 
③9:00～15:00（休憩75分、実働4.75h） 
※①～③選択可

勤　務▶①週5日 ②③週3日～OK
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦(夫)歓迎、65歳以下

(定年雇用止めの為)、車通勤できる方（公
共交通機関が少ない為）

給　与▶ 時給890円
休　日▶ 土日、年末年始
待　遇▶ 雇用保険（時間による）、交通費規定支給、有

給休暇有、制服・安全靴貸与、車通勤可（無料
駐車場完備）、屋内原則禁煙（屋外喫煙可）

◆トマトの収穫・選別・パック詰め/アルバイト

アルバイト
70名募集

ハ
ウ
ス
の
様
子

トマトの収穫・選別・
パック詰め
 スタッフ募集

★ ブランク歓迎、友人同士、お子様連れで面接OK！

千歳 ア 収穫・選別・パック詰め

パートも
同時募集！

時給890円～ 
※勤続1年後、時給+能力給有

㈱エア・ウォーター農園 千歳農場
千歳市釜加79-1☎0123-49-2361

まずはお気軽にお電話ください。担当/谷口
【受付】
平日9～16時半 ※12/30～翌1/5までお休み

えにわ内科・消化器内科クリニック

〒063-0061 札幌市西区西町北6丁目1-1ユニビル2階
(本間社会保険労務士事務所)【担当/本間】

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。
☎011-676-6972平日

恵庭市柏陽町3丁目29番地10  https://eniwa-cl.com/

恵庭 正 看護師・准看護師

資　格▶ 看護師又は准看護師、 
内科・消化器科勤務経験者尚可

給　与▶月給220,000～280,000円
時　間▶ 9:00～19:30の間でシフト制

（休憩1h）
休　日▶シフト制、火曜、第2日曜、祝日  
待　遇▶ 社会保険完備、交通費規定支給

（月上限15,000円迄）、車通勤
可（従業員用無料駐車場有）、 
有給休暇、試用期間3ヶ月

看護師募集!

土日休みも 
月に1、2回有

昇給・賞与有

パート勤務も可
時給1,200
～1,500円

受付･庶務
パートさん募集!
20～30代の女性活躍中!!
未経験でも 時給1,000円

明るく元気で、物事に真剣に取り組む、 
やる気のある方を歓迎します！

賞与
あり!!

行こう！ いいホース

0120-15-1143
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！

仕　事▶ 受付や応対、お茶出し業務、その他事務作業（データ入力、
郵送物の受け取り･送付、お礼状の送付等）。

資　格▶ 未経験者歓迎、PC入力ができる方
給　与▶ 時給1,000円
時　間▶ 9:00 or 9:30～15:30 or 16:00（休憩1h） 

★ライフスタイルに合わせ応相談
休　日▶ 土日祝
待　遇▶ 社会保険完備、交通費規定支給、残業手当（1分単位）、通

勤手当、賞与有（年2回）、有給休暇、試用期間3ヶ月有、社
員旅行・新年会・打ち上げ等の各種イベント有

勤務先▶ ノーザンファーム早来（安平町早来源武275）

勇払郡安平町早来源武275

安平 パ 受付、庶務

★栄養士も同時募集 月157,000～242,400円

安平

社会福祉法人追分あけぼの会 安平町追分
青葉1丁目102番地

【契】特別養護老人ホーム介護職員/追分陽光苑
資　格▶ 未経験者歓迎、無資格OK
給　与▶ 時給950～1,050円 ※夜勤手当/1回6,000円
時　間▶ 下記①②シフト制 

①6:45～20:00の間で実働7.75h（早・中・遅番） 
②夜勤/16:15～翌9:45 ※月5～6回程度

休　日▶ 月8～10日

☎0145-25-2233 担当/小林、木村
まずはお気軽にお電話ください。委細面談。 

【共通項目】
待　遇▶ 各社保完備、昇給年1回、交通費規定支給、 

車通勤可、有給休暇、退職金制度、他各種手当有

【契】サテライト型特養介護職員/早来陽光苑
給　与▶ 時給950～1,050円 ※夜勤手当/1回4,000円 
時　間▶ 下記①②シフト制 

①6:45～21:15の間で実働7.75h 
②夜勤/ ⓐ22:45～翌7:30 ⓑ14:15～23:00 

※月5～6回程度
休　日▶ 月8～10日
【パ】特別養護老人ホーム看護職員/追分陽光苑
資　格▶ 看護師・准看護師資格、ブランクある方も歓迎
給　与▶ 時給1,230～1,280円
時　間▶ ①7:45～16:30 ②9:15～18:00
勤　務▶ 週3～4日

契 介護職員パ 看護職員

みなさま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 勇払郡安平町早来富岡406 ●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
●1/5～受け付けます。

tharada@classicgolf.jp

北海道クラシックゴルフクラブ

スタッフ募集2022 
年度
キャンピングカーレンタル事業等、新規事業拡大

北海道クラシックゴルフクラブは、日本のゴルフコースランキングで常にベスト１０に
入り、北海道ではナンバーワンにランクされる日本屈指のゴルフクラブです。未経験者
の応募大歓迎です。ホスピタリティあふれる方のご応募をお待ちしております。

期　間▶ ［正］通年雇用 
 ［契］2022年4月～11月中旬

休　日▶ ［正］当社就業規則による（年間97日） 
［契］週1～3日程度 ※応相談

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 
（片道45kmまで）、勤務終了後ゴルフ練習・
プレー可

共
通
項
目

仕　事▶  受付・精算業務、ショップ販売、電話対応他
給　与▶ ［正］月給190,000～240,000円 

［契］時給1,200円～

扶養内応相談正・契 フロントスタッフ

仕　事▶  オーダー受付、お料理やドリンクの提供等
給　与▶時給1,050円 扶養内応相談

契約 レストランホールスタッフ

仕　事▶ コース内の芝刈り、車両系の運転操作等
給　与▶ ［正］月給210,000円～ 

［契］時給1,100円～

正･契 コース管理スタッフ

仕　事▶ ゴルフプレーのサポート 
※1シーズンの出勤率は8割以上、安定した 
　仕事量があります。

給　与▶ ラウンド給9,800～12,600円 
※追加ラウンド手当/2,000円 
※研修期間/時給900円 
※交通費別途実費支給 
※クローズ後特例一時金（失業保険）有

時　間▶ 7:00～18:00の間 
※1ラウンド6h程度

〈月額〉
通常ラウンド/9,800円×24ラウンド＝235,200円
２ラウンド/ （9,800円＋2,000円）×5ラウンド 

＝59,000円
小計/月294,200円
〈年額〉　206～262万円

契約 キャディ

未経験者歓迎
経験者優遇

収
入
例

ゴルフ場運営スタッフ
仕　事▶ゴルフ場業務全般・マスター室業務等
給　与▶ 月給190,000～330,000円

正社員

調理師
仕　事▶調理全般（和洋中）、メニュー考案等
給　与▶ ［正］月給280,000円～ 

［契］時給1,500円～または月給280,000円～

正・契

施設管理スタッフ
仕　事▶クラブハウス内の清掃、備品管理等
給　与▶ 時給1,000円

契約

調理補助
仕　事▶料理の盛り付け、食器洗浄等
給　与▶ 時給1,000円

契約

安平 正 契 下記参照


