
2022年1月14日（金）ちゃんと 14

Qua ity & Discount 恵庭市黄金南
6丁目10番地4

まずはお電話でお問い合わせください。
後日面接日をご相談させていただきます。 

担当/採用係☎39-5555

◆レジ《学生歓迎》
時　間▶ ①16:00～21:00 
　　　　②17:00～22:00
◆惣菜
時　間▶ 8:00～13:00

《共通項目》
給　与▶ 時給899～924円（学生/時給889円～）
勤　務▶ 日数・休日応相談
待　遇▶ 有給休暇、制服貸与、雇用保険、交通費規定支給

日数・休日
応相談！ 

恵庭 ア パ レジ、惣菜

090-9084-1030☎0123-29-7282応募

時　間▶ ①7:00～13:00 
②9:00～20:00の間で応相談 
③17:00～翌9:30（仮眠3h程度)

休　日▶ シフト制
待　遇▶ 各社保完備（試用期間終了後加入）、 

交通費規定支給、車通勤可、無料P有、 
制服貸与、資格取得支援制度有 
（規定有）

勤務先▶ 恵庭市黄金北4丁目2-25 
（共同生活援助事業所）

担当/仲村

健心サポート共同生活援助事業 恵庭市黄金北4丁目2-25

NEWスタッフ
恵庭市黄金北12月にオープンした共同生活援助事業所です!

★ 空いた時間で働ける 
「登録スタッフ（アルバイト）」も同時募集！

久健グループについて
知りたい方はこちら

資格取得に向け、当社が 
バックアップします!（規定有）資格取得支援制度有!無資格でも

大丈夫!

健心サポートは、久健グループ 久不動産の
福祉事業です。

◆共同生活支援事業所番号/0121200513 
◆短期入所事業所番号/0111200580

仕　事▶ ①世話人(主に利用者様の食事作り）　 
②生活支援員　③夜間専従

資　格▶ 未経験者歓迎、無資格者OK、初任者研修修了者 
もしくは実務者研修修了者、介護福祉士資格保持者 
歓迎、要普通免許

給　与▶ ①②無資格/時給930円 
　　初任者研修修了者もしくは実務者研修修了者/時給950円 
　　介護福祉士/時給1,000円　 
　　※試用期間中は時給930円 
③1勤務/17,000円　 
※処遇改善手当支給（委細面談）

募
集

給　与▶ 無資格/時給930円　 
初任者研修修了者もしくは実務者研修修了者/時給950円 
介護福祉士/時給1,000円　 
※処遇改善手当含む　 
※試用期間3ヶ月/同条件

時　間▶  9:00～16:00　※応相談　※休憩1h

★無資格OK！★チャレンジ精神旺盛な方歓迎！

土日祝
お休み!!

就労継続支援B型事業所同時募集 千歳市上長都

恵庭 パ 介護員

クラーク カントリークラブ
Clark Country Club

2022
年度 スタッフ募集

期　間▶2022年 4月初旬～11月下旬
時　間▶ 平日/7:30～　土日祝/7:00～ 

※早番・遅番交替制 
（職種によって異なります。） 
※勤務時間応相談

待　遇▶ 各種社会保険完備、制服貸与、 
クラブバスにて送迎有、自家用車 
通勤可（交通費支給）

共
通
項
目

クラーク カントリークラブ
 電話連絡の上、右記住所に写真付履歴書をご郵送ください。 〒061-1266 北広島市三島113番地1

☎011-377-3131

仕　事▶予約受付電話対応
給　与▶時給900円～

スタート室（アルバイト）

仕　事▶ゴルフ用品等の販売
給　与▶時給900円～

プロショップ（アルバイト）

仕　事▶コース整備
給　与▶時給1,100円～

コース管理（期間社員・アルバイト）

仕　事▶ハウス内清掃
給　与▶時給900円～

清掃（期間社員・アルバイト）

自家用車での通勤OK！

仕　事▶キャディ業務
給　与▶日給8,000円～
★ 屋外で密にならない環境です。 
ゴルフ未経験の方や学生さんも大歓迎！

キャディ（期間社員・アルバイト）

研修制度
充実で
安心!!

北広島 期 ア 下記参照

クラブバスにて送迎有
※地域・職種によって異なります。

仕　事▶送迎バス運行・カート整備他
給　与▶時給950円～

運転手（期間社員・アルバイト）
普通免許
でもOK

仕　事▶レストランホールスタッフ
給　与▶時給1,000円～

ホールスタッフ（期間社員・アルバイト）

早朝 
3時間程の
パート可

給　与▶ 時給1,000円～
時　間▶ 9:00～17:00
期　間▶即日～長期
休　日▶ 水曜、日曜

1,000

給　与▶ 時給1,100円～
時　間▶ 6:00～15:00 

（休憩60分）
期　間▶ 即日～3月末 

（延長の可能性有）
休　日▶日曜、他シフト制

1,100

24時間受付OK！ 
お気軽にお電話ください。 0120-172-642

給　与▶ 時給1,050円～
時　間▶ ①8:30～17:30 

②15:00～24:00 
③10:30～19:30 
④11:30～20:30

期　間▶即日～2月下旬
休　日▶土日（工場カレンダーによる）

1,050

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

千歳・恵庭・他 派 盛付け、製造

給　与▶時給890円
待　遇▶交通費規定支給、車通勤不可

新千歳空港
共通項目

■総合施設管理

千歳市美々新千歳空港内 ターミナル アネックスビル2F
千歳支店

受付/9～17時
※日・祝を除く

日興美装工業㈱

まずはお電話の上、面接の際に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-1171

時　間▶ 7:00～11:00（実働4h）
勤　務▶月24日程度　※週5～6日完全シフト制

◆新千歳空港施設内

時　間▶ 15:00～18:00（実働3h）
給　与▶ 時給890円
勤　務▶月、火、水
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、車通勤可

◆島松いちい保育園（島松本町4丁目）

清掃
募
集スタッフ

時　間▶9:30～14:30（実働4.5h）
勤　務▶ 月21日程度　※週4～5日完全シフト制

◆ベッドメイク（新千歳空港施設内）

未経験者
歓迎!!

千歳・恵庭 ア パ 清掃

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1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、通勤・車両借上手当、 

社保加入可能（時間数による） ※希望者のみ

★有給を取得しやすい！
★未経験者でも安心!!同行いたします♪
ご自宅を訪問し､買い物･掃除･移動等を行うお仕事です。

〒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!

時間相談
できます♪

担当/笹川まずはお電話ください。☎0123-33-1120

恵庭 パ 訪問介護員

◆正社員(店長候補)
資　格▶ 未経験者歓迎、高卒以上、要普通免許
給　与▶ 高卒、18歳の例/月180,700円～　 

4大卒、22歳の例/月212,350円～
休　日▶ シフト制 ※年間休日107日程度

恵庭市黄金南7丁目18-1ハードオフ恵庭店 オフハウス恵庭店
【受付/10～18時】

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎39-3370 【受付/10～18時】

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎39-3380

◆パート･アルバイト
資　格▶ 未経験者歓迎、高校生不可、土日勤務できる方歓迎
給　与▶ 時給895円～  

※研修期間3ヶ月程度/時給890円
勤　務▶週3～5日程度

リサイクルショップ スタッフ募集

大歓迎!!

楽器・オーディオ・洋服・
アウトドア用品好きの方…

《共通項目》
仕　事▶ 販売・買取業務全般
時　間▶  9:15～20:15の間で実働8h（シフト制） ※応相談 
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、昇給有（年1回）、 

交通費規定支給、車通勤可、パート･アルバイトは
社員登用制度有 、正社員のみ賞与有

未経験者
OK！

恵庭 正 ア パ リサイクルショップ店内業務

その他 正 パ 調理師パ 調理補助

まずは電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
※面接は現地で行います。

担当/手塚
受付時間/9:00～17:30

仕　事▶ 福祉施設での食事提供に伴う盛り付け、 
食器洗浄、切込み等

資　格▶未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶時給900～1,000円
時　間▶ 5:00～18:30（実働4～8h） 

※シフト制
休　日▶月8～12日
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇制度、 

交通費規定支給、車通勤可、食事補助、制服貸与

《調理師共通項目》
仕　事▶福祉施設での食事提供に伴う厨房業務全般
資　格▶未経験者歓迎、経験者優遇　　　休　日▶月8日
待　遇▶ 各社保完備、昇給年1回有（事業実績による）、 

有給休暇制度、交通費規定支給、車通勤可、 
食事補助、制服貸与

札幌市白石区菊水元町
2条2丁目4-20

◆調理師（正・パ）　　勇払郡安平町追分青葉1丁目102

給　与▶ 月給200,000～280,000円 
※試用期間3ヶ月/時給1,000～1,300円

時　間▶ ①5:00～14:00（実働8h） 
②10:00～19:00（実働8h） ※①②のシフト制

◆調理師（正社員）　　　北広島市輪厚704番地16

◆調理補助（パート）　　　　北広島市西の里507

☎011-873-8100
0120-970-088
㈱エム・エム・ピー
㈱生和
http://www.m-m-p.jp/

給　与▶ 正/月給250,000円   
※試用期間3ヶ月/時給1,000～1,300円 
パ/時給1,200円

時　間▶ ①5:00～14:00（実働8h） 
②9:30～18:30（実働8h）  
※①②のシフト制、応相談

早速、
電話だな

＼仕事探すなら／

◆恵庭市民会館(教育委員会)
時　間▶17:00～19:00（2h）
給　与▶時給940円
休　日▶ 土・日・祝 

※勤務日数は応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、 

車通勤可、制服貸与

㈱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

☎33-8225［担当］採用係まずはお電話ください。

Wワーク 
OK♪

1日
2ｈ勤務

清掃員募集!!
恵庭 パ 清掃スタッフ

パート

営業募集 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220,000～420,000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、隔週土曜日 ※月6～8日 
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。

☎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「好き！」を
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。

千歳・恵庭 正 営業

介護食の正しい知識や調理法を身につけ高齢者に
美味しく安全安心な食事を提案できる資格。
咀嚼や健康に不安がある高齢者のために､硬さや栄
養バランスなどに気を遣った調理法で提供するこ
とができます。
また､彩りを添え美味
しそうな食事にする
ことで､食での生きる
楽しさを与えること
ができます。
介護職の方が取得し
ています。


