
2020 年 11 月 20 日（金） ちゃんと7

道と川の駅「花ロードえにわ」敷地内
恵庭市南島松817-18 ☎36-2700

毎週木曜日は加工品Day！【営業時間】9:00～17:00

お仕事探し応援します!

正 正社員　契 契約社員　ア アルバイト　パ パート　準 準社員　派 派遣社員　委 委託　期 期間従業員　臨 臨時職員

■発行 千歳市北斗4丁目13番20号

■求人広告・チラシ折込のお申し込みは

0123-27-2611
■求人ナビHP  https://chanto.biz/qnavi/

携帯サイト↓

正 保育士

仕　事▶�介護職全般（入浴介助、排泄介助)
資　格▶経験者優遇�
給　与▶時給900円
時　間▶��8:30～12:00
休　日▶�土･日曜
勤　務▶�週2～3日
待　遇▶�労災保険、交通費規定支給

恵庭市本町146�
デイサービスおしゃべりサロン

服装
自由

すぐに
働けます！

利用者様が急増！ あなたの力を貸してください☆
まずはお電話のうえ、写真付履歴書をご持参ください。

☎33-0211受付/8～17時��担当/小松

パ 介護

介 護 職 員 募
集

◆送迎ドライバー
資　格▶�年齢不問、大型免許または�

中型免許（限定解除）保持者
給　与▶�時給861円〜 ★昇給有
時　間▶�①6:00～14:30の間で6～8h（応相談）�

②14:30～22:00の間で6～7.5h（応相談）
勤　務▶週1～5日程度（シフト制、応相談）
待　遇▶�労災保険有、昇給有、車通勤可、交通費規定支給

千歳市美々
2187-2アイシーパーキング

☎011-398-9471☎011-398-9471担当/堀

まずはお電話ください。面接時履歴書は不要です!!

旅行者旅行者のの送迎送迎しませんか!!しませんか!!
年齢不問

ア 送迎ドライバー

北ガスサービス㈱

〒060-0033 札幌市中央区北3条東7丁目360番地2
北ガスサービス㈱ 業務グループ 千歳検針採用担当 宛

☎011-792-8230

◆検針業務（嘱託）
期　間▶�1年契約（更新有）　※試用期間3ヶ月有
仕　事▶�ガスメーターの検針業務（千歳市全域）
資　格▶�車持込可能な方、未経験者歓迎
報　酬▶�月130,000〜140,000円  

※他各種手当有　
時　間▶�8:40～16:20　※月1回夜間検針作業有
休　日▶�土日祝、年末年始、お盆�

（年5回程度土曜勤務有）
待　遇▶�社保完備、業績手当（年2回）、作業交通費�

規定支給、制服貸与
勤務先▶�千歳市清水町1丁目1-1�

北海道ガス㈱千歳支店内

11/26必着で写真付履歴書をご郵送ください。
※履歴書返却不可

ガスメーターガスメーター
検針検針スタッフスタッフ募集募集

毎月安定した収入が期待できます!!毎月安定した収入が期待できます!!

嘱 検針業務

恵庭市北柏木町3丁目26恵庭営業所

充実の好待遇！ 資格取得制度でスキルアップも！

《共通項目》
仕　事▶�建設機械の軽整備、営業
資　格▶�高卒以上、未経験者歓迎、経験者優遇、要普免、

中型免許（入社後に会社負担にて取得）
給　与▶�大卒/月給205,805円+諸手当 

※昇給年1回有
時　間▶��8:00～17:30（実働8h、シフト制）
休　日▶�日曜、祝日他、GW、夏季・冬季休暇�

※土曜日はシフトにより休み有�
★冬季リフレッシュ休暇有

待　遇▶�各社保完備、昇給年1回、賞与年2回、交通費
規定支給、車通勤可、諸手当（超過勤務、通勤、
営業、家族、住宅）有、資格取得制度有

勤務先▶�恵庭・千歳・札幌

軽整備 正社員募集営業

冬季リフレッシュ休暇有（5日〜7日連続必取）

[履歴書送付先]
〒007-0824 札幌市東区東雁来4条1丁目1番37号
富士レンタル株式会社 管理部

☎011-786-5401
http://www.fujirental.co.jp/contact/お問合せフォーム

担当/鬼原（キハラ）

お電話にてご連絡の上、下記の住所まで写真付き履歴書を
郵送ください。書類選考後、試験日時等ご案内致します。

「Q人ナビを見ました」とお伝え頂くとスムーズです。
（メールの方は一言添えてください）

応 募

千・恵・他 正 軽整備、営業

派 倉庫内で飲料品・食品のピッキング業務

［紹介予定派遣］介護スタッフ
資　格▶�有資格者・無資格者共に可
期　間▶�派遣社員として研修開始から3ヶ月後、双方

合意の上で直接雇用予定
時　間▶�9:00～18:00の間で1日4h～相談可�

例/10:00～14:00、9:00～15:00、�
　��9:00～17:00、10:00～18:00等�
※固定シフトOK、残業なし

給　与▶�有資格者/時給1,180円〜 
未経験・無資格者/時給988円〜

勤　務▶�週3日～�※勤務日数等応相談�
※土日祝休みも指定曜日休みもOK

待　遇▶�社会保険完備、交通費全額支給、車通勤OK
勤務先▶�千歳・恵庭市内および近郊の施設からお選びい

ただけます（デイサービス・グループホーム等）。

■一般労働者派遣事業許可番号（派13-304719）
■有料職業紹介事業許可番号（13-ユ-304566）

札幌市中央区北4条西6-1�毎日札幌会館6階
㈱シグマスタッフ 札幌支店

1日4h、週3日1日4h、週3日から勤務OKから勤務OK！！

資格取得
支援も有!!

主に身体介助のないお仕事もあり！

フルタイムや正社員の希望もOK！フルタイムや正社員の希望もOK！
扶養内でも働けます！扶養内でも働けます！

新型コロナウイルス感染症対策も万全！

北海道委託　令和2年度
潜在的介護職員等活用推進事業

お気軽にお電話ください。
面接は千歳・恵庭市内および各地域で行います。

0120-933-797

★職場見学OK！
★�勤務先がご希望に合わなければ、他の事業所等を 

ご紹介いたします。

派 介護スタッフ（紹介予定派遣）

ご希望の
すべて
相談OK!!

勤務時間
日数・曜日

給　与▶�月給146,500円 
※研修期間約1ヶ月は 
　時給861円

時　間▶�①8:30～19:30（8h）�
②8:30～17:30（6.5h）�
③10:00～19:30（7h）�
　※①②③3交替

資　格▶要普免
休　日▶�月7～8日
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、
　　　　制服貸与
勤務先▶新千歳空港内連絡通路

新千歳空港内で電動ヘルプカートを
運転し、お客様とお荷物を運ぶ
お仕事です。
普通免許でOK!

千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F

北海道東急ビルマネジメント㈱
千歳・苫小牧営業所

【平日/9～18時】
担当/スズキ☎0123-22-1090

�お電話の上、写真付履歴書をご持参ください。

女性が活躍中です♪
契 電動カートの運転業務

仕　事▶仕　事▶�新車・中古車の洗浄ラインでのシートや��新車・中古車の洗浄ラインでのシートや�
ボディ洗浄、加修作業等ボディ洗浄、加修作業等

勤務先▶�トヨタカローラ札幌㈱総合物流センター
休　日▶�日曜・祝日、他シフト制（月7～10日）�

★GW・お盆・年末年始の長期連休有�
　（年間所定休日106日）

時　間▶�9:00～17:00
給　与▶�時給920〜950円 

（月22日勤務の場合、月収141,680円以上可能）
資　格▶�要普通自動車運転免許（運転経験1年以上）
待　遇▶�交通費当社規定支給、社会保険完備、作業服貸与

恵庭市北柏木町3丁目73

まずはお気軽にお電話ください。面接日時をお知らせします。
写真付履歴書をご持参ください。

担当/�佐藤・傳法(デンポウ)
☎0123-47-8000

トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター

担当/マネージャー酒井
☎0123-33-9660

新車 中古車

新車・中古車の洗浄ライン新車・中古車の洗浄ライン
作業スタッフ募集!!作業スタッフ募集!!

★女性・40〜50代も活躍中!!★女性・40〜50代も活躍中!!
★マイカー通勤可能！★マイカー通勤可能！

契 洗浄ライン作業スタッフ

［応募］希望の店舗に電話連絡の上、写真付き履歴書をご持参ください。担当/店長 ㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32
●制服貸与 ●交通費規定支給 ●車通勤可

◆品出し(日配)
給　与▶時給871円　　時　間▶�8:30～12:30

応
募 ☎33-1122恵庭市本町210

恵庭店

◆品出し
給　与▶�［一般］時給874円 ［学生］時給871円
時　間▶�①13:00～17:00　②17:00～21:00

応
募 ☎26-6660

千歳市日の出1丁目1-66
千歳店

★他の部門も募集中！希望店舗にお気軽にお問い合わせください。

◆品出し(一般食品)
給　与▶�時給872円　　時　間▶�8:00～12:30

島松店
恵庭市島松旭町1丁目1-1

応
募 ☎39-7777

長都店
千歳市勇舞8丁目1-1

◆品出し(一般食品)
給　与▶�時給871円
時　間▶�①9:00～13:00　②13:00～17:00

☎23-7667応
募

web応募もOK

アパ 下記参照

品出しスタッフ募集!品出しスタッフ募集!

カンタン作業!カンタン作業!

スタッフスタッフ
大募集!!大募集!!
無料送迎あります！

◆食料品の検査包装、箱詰め、ラベル貼り等
期　間▶ 即日～通年
資　格▶ 未経験者歓迎、シニアも歓迎
時　間▶�9:00～16:00もしくは9:00～18:00
休　日▶ 土日祝�※会社カレンダーによる
給　与▶ 時給861円〜
待　遇▶ 各種保険完備、交通費規定支給、車通勤可、

制服貸与、先払い制度有、無料送迎有、試用
期間2ヶ月

勤務先▶�千歳市泉沢

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、写真付履歴書をご持参ください。

★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）

派 下記参照

資　格▶�看護師、准看護師、�
祝日勤務できる方、オンコール対応可能な方

給　与▶時給1,300〜1,400円
時　間▶9:00～17:30���※応相談
休　日▶�土･日曜
待　遇▶�各社保完備（時間による）、交通費規定支給、

祝日・オンコール手当支給�

千歳市東郊1丁目19-10

まずはお気軽にお電話ください。

070-4790-0706
訪問看護ステーション プレモ

採用担当者

※詳しくはお問い合わせください。

働き方選べます！働き方選べます！

同 時 募 集 正社員

フルタイム扶養内勤務

訪問看護師訪問看護師 募集中!!募集中!!

パ 看護師

アロハリゾート
旧アロハカントリークラブ

次年度早期募集次年度早期募集
ゴルフ場ゴルフ場スタッフスタッフ

趣味も仕事もゴルフで充実!!趣味も仕事もゴルフで充実!!

★仕事終わりに★仕事終わりに
　プレーできます!　プレーできます!

★60代の方も活躍中!★60代の方も活躍中!

【応募】写真付き履歴書をご郵送ください。
〒059-1513 勇払郡安平町早来緑丘168-1
 アロハリゾート採用係宛［お問合せ］�☎0145-23-2236

月4〜5回のお仕事です。 
定年された方も大歓迎！

◆送迎バス運転手

給　与▶��1回8,000円〜20,000円 
（距離により変動有）

時　間▶�5:00～19:00�※中抜け可
資　格▶�大型自動車免許、年齢不問
勤　務▶月4～5日

給　与▶�契約社員/日給7,500円〜 
アルバイト/時給870円〜

時　間▶6:00～18:00
勤　務▶シフト制《共通項目》

期　間▶�2021年3月下旬～11月下旬頃
待　遇▶��交通費規定支給、雇用・労災保険、健康保険、厚生年金保険加入、研修期間有

Wワーク
OK

勤務・時間はご相談ください！

◆コース管理 ◆ポーター 
◆フロント ◆スタート 
◆レストラン

性別・年齢性別・年齢

不問不問   

期契ア 下記参照


