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千歳市千代田町5丁目5-1 TEL.0123-24-2535
恵庭市緑町2丁目3-10 TEL.0123-39-5005

【千歳店】
【恵庭店】

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↓

時給1‚000円

月給19〜29万円
◆アルバイト･パート
仕　事▶�ディーラー店舗工場にて、�

新車の洗車、ボディコーティング
資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許（AT限定可)、�

59歳以下（定年雇用止めの為）
給　与▶時給1,000円
時　間▶�9:00〜18:00の間で4〜7h�★フルタイム歓迎�

例/�9:00〜15:00（休憩45分）�
13:00〜18:00（休憩45分）

勤　務▶週3〜5日�※シフト制
休　日▶年末年始、夏季休暇、GW
待　遇▶�労災保険、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与
勤務先▶千歳市北信濃�

◆正社員
仕　事▶�ディーラー店舗工場にて、新車の用品取付作

業、ボディコーティング、下回り塗装
資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許（AT限定可、MT車

操作可能な方歓迎）
給　与▶月給19～29万円
時　間▶9:00〜18:00
休　日▶�会社カレンダーにより4週7〜8休、�

年末年始、夏季休暇、GW
待　遇▶�各社保完備、制服貸与、昇給有、賞与年2回、�

有給休暇制度有、車通勤可
勤務先▶千歳市北信濃�

http://ik-g.net/nkc/
札幌市手稲区曙6条3丁目1-29担当/杉本

まずはお気軽にお電話ください。千歳での面接OK！出張面接いたします。

☎011-686-2857
080-4501-6051

㈱北関東クリーン社

ていねいな指導で未経験者も
安心して取り組めます。
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正社員募
集

経験者優遇！

アルバイト
パート募集

正
社
員
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！
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！

経験不問！

男女ともに
活躍できる職場です。

正アパ 工場内作業

仕　事▶��病院の夜間受付業務
期　間▶有期契約（6ヶ月）�※更新有
給　与▶��時給900円 ※22時～翌5時は深夜割増有�
時　間▶�①17:15〜翌8:45（実働8.5h）�

②8:45〜17:15（実働7.5h）�
③17:15〜翌11:45（実働11.5h）�
④20:15〜翌8:45（実働6.5h）�
⑤8:45〜翌8:45（実働14.5h）

勤　務▶�週2〜3回、シフト制
待　遇▶�労災・雇用保険加入、車通勤可（無料駐車場有）�
勤務先▶�千歳市東雲町1丁目11番

札幌市中央区南1条
西7丁目12�都市ビル2F�

☎011-271-5038
北光管理サービス

【受付/平日9〜18時】��担当/西田
株式
会社

未経験者歓迎!未経験者歓迎!

面接は現地
で行います。

パ 病院の夜間受付

清掃清掃スタッフスタッフ
週3日、夕方だけ！

時　間▶�15:00〜18:00（実働3h）
給　与▶�時給865円
勤　務▶�月・火・水
待　遇▶�制服貸与、交通費�

規定支給、車通勤可

■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☎0123-22-1171

恵庭市島松本町4丁目の保育園勤務先

アパ 清掃

車通勤車通勤
OK!OK!

パ 看護師･准看護師

■一般労働者派遣事業（派01-300021）(株)ジェイサポート 札幌市北区北7条西4丁目8-3�北口ヨシヤビル3F

0120-706-7170120-706-717
まずはお電話ください。�【受付/9〜18時】

面接地/�札幌市北区北7条西4丁目8-3�北口ヨシヤビル3F�
（JR札幌駅北口より徒歩1分）

★ご自宅近くでの出張面接・WEB面接にも対応しております♪

期　間▶即日〜長期
仕　事▶�加工食品が保管されている倉庫内での在庫管理やフォー

クリフト（リーチ）を使った入出荷業務、商品格納等。
資　格▶�フォークリフト運転免許、学歴不問、ブランクOK
給　与▶�時給1,300円
時　間▶�7:00〜18:00（実働8h）�※休憩1h�※シフト制��

例/7:00〜16:00、9:00〜18:00等�※応相談
休　日▶�日曜、祝日、他1日�※週休2日制�※シフト制��

※平日･土曜休み等、ご希望ご相談ください。
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、車通勤可、無料駐車場完備、週払い可（規定有）
勤務先▶�①千歳市上長都�②恵庭市戸磯

★他にも恵庭市内でフルタイムのお仕事も同時募集中!
★職場見学をすることも可能です!お気軽にお問い合わせください。

フォークリフトフォークリフト
作業員募集!!作業員募集!!
�時�時
給給11,,300300円円

資格と経験資格と経験
を活かせる♪を活かせる♪

20～40代20～40代
活躍中!!活躍中!!

派 倉庫内でのフォークリフト作業

パ 歯科衛生士、受付兼助手

ガーデン歯科

受付兼助手受付兼助手募集!!

歯科衛生士歯科衛生士

まずはお気軽に
お電話ください。

資　格▶�歯科衛生士/歯科衛生士資格�
受付/無資格可、接客経験がある方歓迎�

給　与▶ 歯科衛生士/時給1,200～1,500円�
受付/時給900～1,000円　 

時　間▶�①9:00〜20:00　※応相談　�
②9:00〜13:00�

勤　務▶週1日〜OK
休　日▶水、日、祝
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

〒061-1374
恵庭市恵み野北6丁目1-56

☎0123-39-7770

週1日〜週1日〜
OK! OK! 

仕　事▶�段ボール製品の配達および付随業務�
※配送エリアは、道内一円（日帰りできる範囲）です。

資　格▶�未経験者歓迎、経験者優遇、�
準中型自動車免許、8トン限定中型免許�
※フォークリフト運転技能者あれば尚可

給　与▶�月180,000～360,000円 ※経験・資格による 
※試用期間3ヶ月/日給9,000～10,000円

時　間▶�8:00〜17:00（実働8h）��
※残業有�※配送受注状況により変動

勤　務▶�週5日程度　　　休　日▶�日・祝、年末年始、他
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

制服貸与、有給休暇

トラック運転手トラック運転手正社員

恵庭市北柏木町3丁目39

� 電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。�担当/滝本

☎0123-32-4228
丸徳運送 株式会社

受付/平日�
（13〜17時）

正 トラック運転手（2t、4t）

★長期安定！★長期安定！
★車通勤OK ★車通勤OK 

残業
なし

札幌市中央区南1条東2丁目11-4 ミナミ1条タカハタビル8階
キョウワプロテック㈱札幌事業所

時　間▶�9:30〜18:45（実働7h）
給　与▶�時給900円～
勤務先▶�陸上自衛隊東千歳駐屯地�

※車通勤可(無料駐車場完備)
勤　務▶シフト制
休　日▶�週2日程度��

★GW、お盆、年末年始にまとまったお休み�
　を取ることも可能！

待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、社保完備、�
正社員登用有、試用期間有（経験・能力による）

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は千歳・恵庭市内で行います。土日祝も随時受付中!!

☎011-207-0911☎011-207-0911担当/サトウ

未経験者歓迎!!

食器洗浄食器洗浄
スタッフ募集スタッフ募集

異業種からの転職者も積極採用します!!

入社祝い金入社祝い金
1万円1万円支給支給

※規定有

パ 食器洗浄スタッフ

【共通項目】
期　間▶4月〜11月
待　遇▶雇用・労災保険

仕　事▶受付、簡単なPC入力等
資　格▶未経験者歓迎、自力通勤可能な方
給　与▶時給880円
時　間▶�8:30〜16:30の間で�

実働4h〜�※応相談
勤　務▶週2〜3日

◆フロント　★扶養内勤務です

仕　事▶パークゴルフコースの整備等
資　格▶経験者優遇、自力通勤可能な方
給　与▶�時給1,000円もしくは月給20万円 ※要相談
時　間▶6:00〜15:00�※実働8h
休　日▶日曜日、他シフト制（隔週で週休2日）

◆コース管理
★冬場はキャンプ場でのお仕事もあります。

パート2職種パート2職種

るるまっぷパークゴルフコース 〒061-1356
恵庭市西島松275

☎090-6268-9628【受付/8〜17時】
まずはお気軽にお電話ください。担当/大藤

急募急募
パ フロント、コース管理

 業務拡大につきスタッフ増員募集!!

恵庭市黄金北
3丁目8-10

期　間▶�3月上旬〜12月末�※要相談
仕　事▶�ガス・水道工事、土工全般
資　格▶�学歴不問、未経験者歓迎、経験者優遇
時　間▶�8:00〜17:00
給　与▶�日給8,000～11,000円 ★経験・能力に

応じ11,000円以上も可能！！
休　日▶�日曜、GW、お盆、年末年始
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費規定支給、車通勤可、

送迎相談可、家族手当
勤務先▶恵庭、千歳

小山内建工■土木・管工事

わからないことは
何度でも！
聞いてください！
丁寧に教えます♪
資格・経験も大切ですが、
一生懸命に!!
職場のみんなと協力して
仕事ができる方を求めています！

がんばりは
給与に反映！
まずは面接で

通年雇用もOK

まずはお話しましょう！
090-2053-0495

期 ガス・水道工事、土工全般

千歳市大和2丁目2-8ゆあみ茶屋 千歳大和
千歳市富士3丁目1-10ゆあみ茶屋 千歳富士

ま ず は お 電 話 く だ さ い ！

★ 土日祝勤務可能な方、送迎業務が 
出来る方、お待ちしています！

担当/
上田・菊地0120-838-700

デイサービスデイサービス

無資格・無資格・
未経験者歓迎 ! !未経験者歓迎 ! !

中・重度化予防
デイサービス ◆介護職員（正社員）

仕　事▶�送迎・食事・入浴・排泄等の介助、�
介護業務やレクリエーション支援他

資　格▶�土日祝勤務可能な方、送迎業務ができる方�
※�介護福祉士または社会福祉主事任
用資格があれば尚可

時　間▶�8:30〜17:30
勤　務▶�週休2日�

（シフト制、土日祝勤務有）
給　与▶�月180,000～250,000円 

※能力・経験による（各種手当含む）
待　遇▶�各社保完備、有給休暇、車通勤可、�

交通費規定支給、制服貸与
勤務先▶�①②からお選びください。�

①ゆあみ茶屋�千歳大和�
②ゆあみ茶屋�千歳富士

明るく元気な方歓迎します!!

●�20～50代まで、�
幅広い年代が活躍中！

●無資格、未経験でも�
　月給18万円スタート！

介護職員介護職員
【正社員】【正社員】

正 デイサービス介護職員　

北陽幼稚園(千歳市北陽8丁目2-8) 千歳市内および近郊

正社員も募集しておりますのでご相談ください。

★働きやすい好環境です♪ ★急な用事でも休みを取れるので､小さなお子様のいる方でも安心

清掃員募集!!清掃員募集!!

日本管財サービス株式会社
〒066-0015　千歳市青葉8丁目3番1号担当/高倉☎ 24-0800

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡

勤務先▶北陽幼稚園/千歳市北陽8丁目2-8
仕　事▶施設内の清掃
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給900円
時　間▶12:00〜16:00�※実働4h
勤　務▶月10日程度　�
休　日▶土日祝、シフト制
待　遇▶労災保険、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可

勤務先▶千歳市内および近郊
仕　事▶部屋の清掃（新築・中古住宅、アパート等）
資　格▶元気な方、未経験者歓迎
給　与▶時給930円 ※試用期間2ヶ月/時給900円
時　間▶8:00〜12:00�※現場により延長有
勤　務▶�週2日以上　　　　�休　日▶日祝
待　遇▶�雇用保険（条件有）、労災保険、交通費規定支給、車通勤可

未経験者未経験者
歓迎!歓迎!

急募!!急募!!

パ 清掃

鮮魚

鮮魚

仕　事▶�パック詰め、品出し等
時　間▶��8:30〜13:00

レジ

レジ

仕　事▶�レジ打ち他、レジ締め業務等
時　間▶��①16:45〜21:45�

②18:00〜21:45

ホクレンショップ東郊店

従業員割引制度あり!
スタッフ募集!

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

千歳市東郊2丁目7

☎0123-22-5411
ホクレンショップ東郊店

担当/竹内

資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶時給861円
勤　務▶�週3〜5日（シフト制）
待　遇▶�雇用・労災保険、業績により賞与有、

有給休暇、交通費規定支給、車通勤
可、制服貸与
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アパ 下記参照
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