
2022 年 1 月 21 日（金）ちゃんと 14

HEIWA KOUSAN CO.,LTD. ■千歳本社/千歳市千代田町6丁目8番地 平和駅前ビル 4F

0120-213015（株）平和恒産

千歳駅前店AbleNetwork
AbleNetwork

TEL.0123-40-0300
恵　庭　店 恵庭市緑町2-3-7 TEL.0123-39-3002

賃貸仲介実績
「全国No.1」

千歳市千代田町6丁目11番地

不動産のピースHOME SWEET HOMEHOME SWEET HOME
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

【同時募集】
夜勤専門ケアスタッフ

★1回20,120円可能!
勤務/月7〜9回

グループホーム向陽台 千歳市白樺
2丁目1-1

☎0123-28-5888 担当/水谷

電話連絡を頂いた後、面接日を決定します。
面接時に写真付履歴書・資格証をお持ちください。

◆ケアスタッフ（フルタイム）
仕　事▶認知症高齢者の日常生活支援・介護
給　与▶�日給6,960円（更新時昇給有） 

＋夜勤手当5,000円/回＋資格手当 
＋処遇改善手当（600円/日） 
※試用期間3ヶ月間は処遇改善手当支給なし

時　間▶�早番/7:30〜16:00（休憩1h、実働7.5h）�
日勤/9:00〜17:30（休憩1h、実働7.5h）�
遅番/10:30〜19:00（休憩1h、実働7.5h）�
夜勤・明/17:00〜翌9:30（休憩1.5h、実働15h）�
※シフト制

勤　務▶�4週8休（月21〜22日）
資　格▶�普通自動車運転免許
待　遇▶�労災適用、各社保完備（勤務時間による）、�

交通費規定支給（2km以上/上限12,000円）、�
車通勤可（無料駐車場有）

資格取得支援制度有!!

歓迎です！歓迎です！
2名
募集

千歳 契 ケアスタッフ

資格 経験 がなくても
経験者も
大歓迎!

働き方働き方はは相談相談にに応じます!応じます!

スタッフ募集
主婦さん・学生さん歓迎!!

モスバーガー恵庭店

仕　事▶�製造、接客、販売
資　格▶�年齢不問、土日祝日も�

勤務可能な方歓迎
時　間▶�9:00〜22:00の間で�

1日3h〜�
※勤務時間、日数の相談に応じます。

給　与▶�時給890円〜（詳細は面談にて）�
※22時以降深夜割増有

待　遇▶�制服貸与、車通勤可
応　募▶�お気軽にお電話ください。�

※面接時に履歴書不要です。

恵庭市中島町
6丁目7-8

担当/梅木　　受付/11〜13時以外
☎0123-39-3666
モスバーガー恵庭店

恵庭 ア 店内業務全般

向陽台店

時　間▶�①8:00〜12:00�②12:00〜16:00�
※①②シフト制�※要相談

農産　1名パート

時　間▶�①9:00〜13:00�②12:00〜16:00�
※①②シフト制�※要相談

レジ　1名パート

《パート共通項目》
給　与▶�時給914円  

※試採用期間3ヶ月/時給889円〜 
★日曜・祝日は時給+30円

勤　務▶週5日�
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、有給休暇、共済会

向陽台店千歳市
白樺2-3

☎28-3511☎28-3511応募 担当/安田

時　間▶�17:00〜21:00�※要相談
給　与▶時給889円〜
勤　務▶週3〜5日
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、有給休暇

レジ・品出し・清掃　3名夜間アルバイト

学生さん
大歓迎

千歳 ア レジ兼品出し、清掃パ 農産、レジ

ホール･清掃 スタッフ
募集

《給与》時給900円〜 
※日勤・夜勤等ご相談ください！

千歳市千代田町2-2-10

まずはお気軽にお電話ください。担当/金子

☎0123-24-2111
ホテルウィングインターナショナル千歳

未経験者未経験者
歓迎♪歓迎♪

★主婦（夫）歓迎！　★WワークOK！

仕　事▶�ホテル内レストランでのお客様のご案内や�
飲食の注文受け・配膳等

給　与▶�時給1,000円〜
時　間▶�17:00〜21:00または22:00�※応相談

◆レストランホールスタッフ

資　格▶�未経験者歓迎
勤　務▶�週2日〜OK�※平日のみ・土日のみの勤務可
待　遇▶�各社保完備（勤務による)、交通費規定支給、車

通勤可（無料駐車場完備）、昇給有、正社員登用
制度有、制服貸与、ホールスタッフのみ賄い有

フロントスタッフも
同時募集！

◆客室清掃スタッフ  ★女性活躍中！
仕　事▶�客室清掃・ベッドメイクなど�
給　与▶時給890円〜
時　間▶9:30〜15:00（実働5.5h）

共
通
項
目

千歳 パ ホールスタッフ、清掃スタッフ

正社員3職種募集!!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭市住吉町
2丁目1-3富士交通㈱
担当/金田一☎0123-33-6271☎0123-33-6271

待　遇▶�社保完備、試用期間3ヶ月有《共通項目》

トラック
乗務員

〈正社員〉 仕　事▶�トラックでの配送業務
時　間▶�7:00〜16:00�※早出、時間外勤務有
勤　務▶�週5〜6日�※シフト制
給　与▶�4t/月23万円〜 

8tクレーン付き/月25万円〜 
11tクレーン付き/月26万円〜

資　格▶�中型免許以上

時　間▶�日勤/8:00〜17:00（実働8h）��
　　�※時間外勤務有�
隔日勤務/8:00〜24:00�
　　　　�※早出・時間外勤務有

勤　務▶�日勤・隔日勤務のシフト制
給　与▶�月給15万円〜 ※売上により歩合給追加支給
資　格▶�普通二種以上�

ハイヤー
乗務員

〈正社員〉

女性も
活躍できる!

仕　事▶�送迎バスの運転業務
時　間▶�6:30〜20:00の間で実働8h
勤　務▶シフト制
給　与▶ 月給20〜26万円（時間外含む）
資　格▶�中型二種又は大型二種保持者

〈正社員〉

女性も
活躍できる!

マイクロバス
乗務員

恵庭 正 トラック乗務員、バス乗務員、ハイヤー乗務員

1,1001,100円円時時
給給

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

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

★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）

［恵庭市戸磯］電子機器の部品製造 ★増員募集
仕　事▶�プリント配線基板検査・製造業務。素材の穴あ

けや、切断等、機械を使用した作業が中心です。
重労働はありません。

期　間▶�即日〜長期　　
資　格▶�未経験者歓迎、資格不問
給　与▶�時給1,100円 

※22時以降深夜割増（時給1,375円）
時　間▶�8:30〜17:00、20:30〜翌5:00�

※シフト制
勤　務▶�4勤2休または5勤2休（会社カレンダーによる）
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、無料P有、各社保完備

★もくもくと軽作業ができる!
★しっかり稼ぎたい方にオススメ!
★未経験者歓迎！

製造製造
長期安定!

スタッフスタッフ

募 集 !！募 集 !！

恵庭 派 部品製造

◆野菜苗・花苗の定植、出荷までのハウス内作業
給　与▶時給900円〜
時　間▶��8:00〜17:00の間で応相談�

（昼休憩12:00〜13:00）

☎33-3303
お気軽にお問い合わせください。

受付/10〜16時(月〜金）
担当/桑山 有限会社 中央園芸 〒061-1403

恵庭市中央164番地

◆苗の生産・配送作業 
　《体力に自信のある方歓迎!!男性スタッフ活躍中!!》
給　与▶時給1,000円
時　間▶�8:00〜17:00（昼休憩12:00〜13:00）

苗の生産から出荷までのお仕事です

【ハウス内作業】勤務時間帯ご相談ください！【ハウス内作業】勤務時間帯ご相談ください！

【苗の生産・配送作業】【苗の生産・配送作業】時給1,000円!!時給1,000円!!
期間中期間中  

1ヶ月〜2ヶ月1ヶ月〜2ヶ月 の  の  

短期短期も可！も可！

9：00〜12:00、8:30〜12:00、
9:00〜15:00など

例

初めての方・ブランクある方も歓迎!!初めての方・ブランクある方も歓迎!!

《共通項目》
期　間▶�2〜5月の間で応相談　★短期OK!�

※10月末くらいまで延長の場合有�
　（5月下旬に打診します）

資　格▶�交通機関がないため、車で通える方歓迎�
※恵庭市内送迎有、応相談

休　日▶�日曜日（希望休みは対応可能）

恵庭 期 下記参照

小学生から高校生のお子様がいる方には

子育て支援金支給 

（1日500～700円　※規定有）

キッチンスタッフ/若干名

勤務先▶�ベルクラシックリアン平安閣/�
千歳市錦町4丁目9

仕　事▶�簡単な調理・調理補助
時　間▶�7:00〜20:00の間で4〜6h程度�

※応相談
勤　務▶週2〜4日程度　※応相談

葬祭フロント事務/1名募集

勤務先▶千歳シティホール/千歳市北信濃871-19
仕　事▶�電話対応、伝票作成、発注業務、他
時　間▶�9:00〜18:00　※実働5h程度
休　日▶土日
《共通項目》
資　格▶要普通免許、未経験者・経験者ともに歓迎
給　与▶�時給1,000円 

※試用期間2ヶ月/同条件
待　遇▶�各種保険完備、制服貸与、通勤手当、�

車通勤可、有給休暇、社員登用有、�
子育て支援金支給

〒066-0064 千歳市錦町4丁目9番地
（株）マリアージュインベルコ千歳支社 採用担当宛 

(リアン平安閣)

(採用担当部署直通)
☎0123-26-1163

080-4415-2765

電話連絡の上、写真付き履歴書を持参 
もしくはご郵送ください。

パートスタッフ パートスタッフ 
2職種募集!2職種募集!

【履歴書郵送先】

★扶養内勤務可能★扶養内勤務可能
★勤務時間や休日は応相談★勤務時間や休日は応相談

学生アルバイトも 学生アルバイトも 
歓迎‼︎歓迎‼︎

千歳 パ 調理、フロント事務

.PNG .AI

恵庭 正 ア 製造パ 洗浄・荷受け、製造、衛生

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）

共
通
項
目

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☎0123-34-0800

◆【正社員】洋生菓子の製造全般 
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

◆【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

◆【アルバイト】洋生菓子の製造全般
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

有名コンビニスイーツ有名コンビニスイーツ
未経験者も未経験者も
大歓迎！大歓迎！

★★男女男女ともに活躍中♪ともに活躍中♪
★★未経験者未経験者歓迎！歓迎！やる気やる気ももアップ!!アップ!!

【正・ア】
商品の仕分け

・出荷作業製造
準備等も有

☎0123-24-7787【担当】
金子

まずはお電話ください。

■ビルメンテナンス�廃棄物収集運搬処理�ハウスクリーニング
〒066-0019
千歳市流通1丁目4番7号

［パート］収集スタッフ/本社（千歳市流通）
給　与▶�時給1,000円〜
時　間▶��8:30〜12:00（実働3.5h）�

8:30〜15:30（実働6h）�※シフト制
休　日▶�土日
待　遇▶�雇用保険、交通費規定支給、制服貸与
★女性活躍中!　扶養範囲内OK!

［嘱託］収集ドライバー/本社（千歳市流通）
給　与▶月172,000円〜
時　間▶�8:30〜17:30（現場等により変動有）
休　日▶週休2日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、制服貸与、

家族手当（1年1万円/1人）、賞与年2回、
燃料手当年2回

スタッフ
ドライバー

募
集収集収集

千歳 嘱 パ 下記参照

［正社員］ハウスアドバイザー
仕　事▶物件の案内・説明、契約に係る業務
時　間▶�9:30〜18:30�※残業ほぼなし�
給　与▶�月172,000円〜
資　格▶�高卒以上、要普免、基本的なPC操作可能な

方、業界経験者歓迎、有資格者優遇�
休　日▶シフト制�※�月7日以上/年間105日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�

車通勤可、昇給制度有、賞与年1回、�
各種手当有（資格・役職）

AbleNetwork千歳駅前店

〒066-0062 千歳市千代田町6-11

株式会社平和恒産

お客様へのサービス向上と、
働く環境をさらにより良いものに

する為の募集です。

★�お客様からの「ありがとう」の言葉にやりがいを感じます。

●電話連絡の上、写真付き履歴書を郵送ください。
担当/小川☎0123-40-3000☎0123-40-3000

http://www.peace-room.co.jp

千歳 正 ハウスアドバイザー

090-9084-1030☎0123-29-7282応募 担当/仲村

健心サポート共同生活援助事業

あなたの力を あなたの力を 
必要としています！必要としています！

昨年オープンしたばかりの新しい事業所です昨年オープンしたばかりの新しい事業所です

スタッフ追加募集！スタッフ追加募集！

恵庭市黄金北4丁目2-25

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

★無資格OK！
★チャレンジ精神旺盛な方歓迎！

仕　事▶�利用者（軽度障がい）様の就労サポート（農作業、
管理物件の清掃、PC入力作業、折込、ポスティン
グ等）、作業場までの送迎、記録作成等

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
休　日▶土日祝
勤務先▶�千歳市上長都1124-4（就労継続支援B型事業所）

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）

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
勤務先▶�恵庭市黄金北4丁目2-25�

（共同生活援助事業所）

◆ 介護職員 ◆ 支援員

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）

共
通
項
目

千歳・恵庭 パ 介護職員、支援員
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