
2022年5月20日（金）ちゃんと 14

生活情報紙 「ちゃんと」 の営業スタッフを募集します。

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95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

正社員
あなたの「好き！」を活かしませんか？

千歳・恵庭 正 営業

千歳市幸町
2丁目3-2☎0123-26-5061 受付/14～18時 

担当/浅野、山川

まずはお気軽にお電話ください。

◆ ホールスタッフ アルバイト

仕　事▶ 接客、配膳、料理説明、片付け等
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給1,050円 

※22時以降深夜割増有
時　間▶ 17:00～23:00の間 

※予約状況による
勤　務▶週3～5日程度
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与

◆ 洗い場・調理補助 パート

仕　事▶洗い場・簡単な調理補助等
資　格▶ 主婦（夫）歓迎、未経験者歓迎
給　与▶ 時給950円 

※22時以降深夜割増有
時　間▶ 17:00～23:00の間 

※予約状況による
勤　務▶週3日程度 
待　遇▶交通費規定支給

ホールスタッフ

スタッフ募集
洗い場・調理補助

未経験者歓迎！

千歳 ア ホールパ 洗い場・調理補助

給　与▶ ①時給950円～　②時給889円～
時　間▶ ①8:30～16:15（実働7h　休憩45分） 

②10:00～15:00（実働4.5h　休憩30分） 
※多少の残業の場合有

休　日▶ ①週休2日制　※シフト制
勤　務▶ ②週3日～OK 

※ フルで働きたい方（週30h以上）社保加入可、要相談
待　遇▶ 交通費規定支給、社保完備、制服貸与、有給休暇
勤務先▶千歳市幸町5丁目6-1

未経験者OK

札幌市北区北7条西1丁目2-6■ビルメンテナンス業

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
千歳にて面接を実施します。 担当/熊谷

☎011-707-5228
協和総合管理㈱ 札幌支社

ホテルの❶清掃責任者 ❷客室清掃者

車通勤OK

千歳 パ 清掃責任者、客室清掃者

仕　事▶  カラーリング（白髪染めのみ）、 
シャンプー、簡単な接客

資　格▶ 美容師免許
給　与▶  平日/時給900～1,000円 

土曜/時給950円～
時　間▶ 9:00～17:00 ※最終受付は15:30
勤　務▶ 週2日～OK!  

※応相談   ※日曜、祝日は定休日
待　遇▶ 交通費規定支給

※応募の際に、｢求人ナビを見ました｣とお伝えいただくとスムーズです。

カラーリスト大募集!

ブランク
ある方も
歓迎!

扶養内
勤務可

日･祝は
お休み！ まずはお気軽にお電話ください。

15:30で受付終了なので、
家庭との両立もしやすい！

千歳

090-6696-1890
■オーガニックヘアカラー専門店

（斉藤）

千歳店nonno 千歳市信濃
4丁目11-4

- のんの -

パ カラーリスト

ヘルプサービスきずな 〒061-1424
恵庭市大町1丁目8-5

【担当】もんま
【受付】9～17時☎39-5100まずはお気軽に

お電話ください。

介護職員募集!!

要普通自動車運転免許

パート正社員 経験者優遇
パート希望は働きながらの
資格取得が可能です!

パートは
無資格
OK

パートは短時間も相談可

介護の仕事
 に興味のある方は是非!

働きながら、当社指定の学校で1ヶ月間
介護職員初任者研修を受講できます！

仕　事▶ 訪問介護の介護職員
資　格▶ 要普通自動車運転免許、介護福祉士（正社員のみ） 

★ パートさんは介護系の資格がなくてもOK！（当
社指定の学校で1ヶ月間の研修を受けられる方）

給　与▶ パ/ ［介護職員初任者研修修了］時給930円～ 
※無資格の方（介護職員初任者研修受講中）も同時給 
［介護福祉士］時給1,000円～

　　　　 正/月給166,000円～ 
※ともに経験年数により考慮致します。

時　間▶ 8:50～17:30 
※パートは上記のうち実働4h程度～（応相談）

待　遇▶ 労災保険、賞与年2回、通勤手当、昇給年1回 
 正職員には扶養手当、住宅手当、介護手当、社会保険有

恵庭 正 パ 介護

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

◆青果
◆惣菜
◆レジ兼品出し
《共通項目》
給　与▶ 時給899円
時　間▶ 8:00～13:00
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

 

恵庭 パ 青果、惣菜、レジ兼品出し

日数・休日
応相談！

◆【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

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】洋生菓子の製造、洗浄・荷受け、衛生
時　間▶ 【フルタイム】①9:00～18:00（8:00～17:00）

　　　　　　②12:00～21:00 
 【短時間】 ①9:00～14:00 ②12:00～17:00 

給　与▶ 時給970円
勤　務▶シフト勤務可能

有名コンビニスイーツ

年間休日が増えました！
★ 男 女 と も に 活 躍 中♪

 フルタイムでも急な対応や時間の調整を致します♪

★ 未 経 験 者 歓 迎！

友達同士の応募も大歓迎！
資　格▶ 未経験者歓迎
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

◆【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▶ 月9～11日(月によって変動有) ※年間120日

【正・ア】
商品の仕分け・ 

出荷作業製造準備等も有

未経験者も大歓迎
恵庭 正 ア 製造パ 製造、洗浄・荷受け、衛生

＼仕事探すなら／

フェスタ終了後も 
継続可能です！

担当/三浦☎33-6000
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

ガーデンフェスタ2022 まもなく開催、 
警備員大募集‼

資　格▶未経験者・経験者・資格保有者尚可
給　与▶ 時給1,200円 

※教育期間/時給1,000円
時　間▶9:00～18:00
休　日▶シフト制
期　間▶令和4年6月25日～7月24日
待　遇▶ 労災保険、資格手当有、 

社員登用の途有、法定教育有、寮有、 
資格取得支援制度有、入社書類会社負担、 
交通費規定支給(教育期間中は交通費込)

アイルコーポレーション㈱ 恵庭市中島町
1丁目13-7

イベント会場及び駐車場における誘導です。
★道と川の駅　花ロードえにわ、はなふる会場

★ 費用会社負担で資格取得可能！

【未経験者歓迎】
女性・シニアも活躍できる環境です!

週払い可
寮あり

期間は令和 4 年 6月25日～7月24 日
仕事に就く前に教育及び研修があります。

一般警備員同時募集‼

恵庭 ア パ 警備、誘導

人材派遣業 派01-300151職業紹介 01-ユ-300083

有限会社 イーワークス 恵庭市京町80番地 
恵庭商工会議所ビル1F

お電話またはE-mailでお問い合わせください。

☎0123-33-5555
 info@eworks-jobnet.com

LINE登録
はこちら

◆工場内作業/恵庭市
★少人数の職場です♪
仕　事▶鉄パイプのカットや穴あけ等の作業
資　格▶不問
給　与▶時給1,100円
時　間▶ 8:00～17:00 （実働7.5h）
休　日▶ 指定土曜日・日・祝　※大型連休あり

◆食品染料の製造作業/千歳市
★残業ほぼなし♪
仕　事▶原料を調合・混合等の染料製造 
資　格▶不問
給　与▶時給1,100円
時　間▶9:00～17:30  （実働7.5h）
休　日▶ 土・日・祝　※大型連休あり

千歳・恵庭 派 製造作業、入浴介助、工場内作業

◆介護施設での入浴介助/恵庭市

仕　事▶介護老人保健施設での入浴介助
資　格▶介護職員初任者研修修了以上
給　与▶時給1,010円
時　間▶ 9:00～16:00の間で3～4h 

※時間固定も相談OK
休　日▶ 日曜日ほか、シフト制

★弊社スタッフがしっかりサポート！
★入浴チームの仲間になりませんか♪

期　間▶即日～長期（更新制）
待　遇▶各種保険完備、交通費規定支給

◆共通項目

学生さん 主婦（夫）さん
フリーターさん

千歳市清流8丁目1-1
千歳根志越店

まずはお気軽に
お電話ください。 担当/関☎23-2397

時　間▶  ①5:30～8:00（9:00） 
②13:00～17:00 
③17:00～21:00 ★高校生歓迎！ 
④21:00～24:00

給　与▶ ①④時給1,100円 ②時給900円 
③時給900円 ※高校生/時給890円 
※研修期間2週間は時給889円

勤　務▶ 週2日以上で相談に応じます。
待　遇▶ 雇用・労災保険、勤務時間により社保加入可、 

制服貸与、車通勤可、交通費規定支給いたします。

大歓迎 ! !

千歳 ア パ 店内業務全般

仕　事▶ 恵庭市内の農家での農作業、 
収穫作業

資　格▶ 18歳以上、車通勤可能な方 
※健康な方、未経験者歓迎、経験不問

給　与▶ 5～8時/時給1,079円 
8～17時/時給930円

時　間▶ ①5:00～8:00 
②5:00～12:00 
③8:00～17:00 
※その他可能な時間帯で調整可

期　間▶即日～10月末頃まで
待　遇▶ 労災保険有、 

交通費規定支給 
（1日300～500円）

勤務先▶恵庭市内の農家

人材雇用確保事業恵庭地区運営協議会
JA道央 恵庭・北広島営農センター 営農振興課

《事務局》
担当/松村・高畠（たかばたけ）

☎0123-36-8916
【受付時間 月～金（祝日除く） 9:00～16:00】

〒061-1352 
恵庭市島松仲町 
2丁目10-14

自然の中で体を動かしながら 
働いてみませんか？
一週間毎に勤務先を紹介していますので、 
休日の調整もしやすいと思います。 
農作業が初めての方、定年退職された方、
お子さんをお持ちの主婦の方大歓迎 !! 
ご連絡お待ちしております。

大募集!
農作業パートさん
恵庭 パ 農作業、収穫作業スタッフ


