
2021 年 4 月 2 日（金）ちゃんと 14

《雇用形態マーク》 契 契約社員 準 準社員 派遣社員 パ パート ア アルバイト 委 委託 臨 臨時職員 期 期間社員 他 その他正 正社員

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

毎週木曜日更新派 営業時間  10:00～18:00 飲食コーナーは15:00迄（年中無休）
千歳市真々地4丁目9-1 ℡ 0123-27-0510

毎
月18日
いちばの日 10～8％OFF!全

品

30%OFF!
お菓子 20%OFF  
民芸品 10%OFF  

いつでもお得!

※一部除外品有

店頭表示
価格より

300円ラーメン
みそ・しお・しょうゆ

（税込）

海産物

さらに

� 男女ともに活躍中!

(株)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

応募 ☎33-8225 ［担当］
採用係

◆施設警備員/千歳市泉沢 TAA北海道会場
時　間▶�①9:00〜18:00�②18:00〜翌9:00�

③9:00〜翌9:00�※シフト制
勤　務▶�月14日程度
給　与▶�月給170,000円以上
待　遇▶�社会保険完備、有給休暇、�

制服貸与、交通費規定支給

170170,,000000円円
月月
給給

以上!!以上!!

千歳 契 施設警備員

〒066-0045�千歳市真々地2丁目1-5

電話連絡の上、写真付履歴書お持ちください。

資　格▶�未経験者・長期勤務できる方歓迎
時　間▶��①5:00�or�6:00〜9:00�

②9:00〜13:00�※月曜日出勤できる方歓迎�
※①②通し勤務も可

給　与▶ 時給865円〜
勤　務▶週1〜2日
待　遇▶��社保完備、制服貸与、車通勤可

未経験者歓迎!!

☎0123-49-7452 担当/金子

ファミリーマート 千歳インター店

土日のみや土日のみや
平日のみも平日のみも

OKOK

WワークOK!WワークOK!

千歳 ア 店内業務全般

■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

千歳 ア パ 清掃

◆新富1丁目3-5 
時　間▶16:00〜19:00（3h）
◆流通3丁目
時　間▶16:00〜18:30（2.5h）
《共通項目》
給　与▶時給865円
勤　務▶週2日
休　日▶日曜日
待　遇▶交通費規定支給

清掃スタッフ募集中!!清掃スタッフ募集中!!

★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）

電話の上、
写真付き履歴書・職務経歴書をご郵送ください。

入社日▶4月〜
資　格▶要普通免許、経験者優遇
仕　事▶�利用者さんへの業務指導・見守り、支援記

録・日報等のデータ入力、社用車を使用した
利用者さんの送迎等、事業所内作業

時　間▶9:00〜18:00�※休憩1h
勤　務▶�月〜金曜�※祝日がある週は土曜出勤有��

※月20日程度
給　与▶月17〜23万円
待　遇▶�各種社会保険完備、交通費規定支給、�

昇給・賞与有（業績による）、車通勤可、有給休暇
勤務先▶千歳市勇舞

一般労働者派遣事業（派01-300285）〒066-0042
千歳市東雲町
1丁目9-6㈱マグナクルー

就労支援B型就労支援B型  

生活支援員生活支援員
★特別な資格は必要なし!!

募集!!募集!!

千歳 契 就労支援 B 型生活支援員

食事補助有!!

株式会社ニュー三幸 小樽市稲穂1-3-6
サンモール1番街

Since1954

期　間▶4/17オープン〜11月中旬
資　格▶�公共交通機関がない為、車通勤できる方
給　与▶ ①時給950円〜  

②時給900円〜  
③時給1,200円〜 
※③は試用期間2ヶ月有/時給1,000円

時　間▶�(a)6:00〜12:00�(b)9:00〜16:00�
※その他6:00〜18:00の間で6h勤務

勤　務▶�週3〜5日�※応相談
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、�

食事補助有（1食160円）
勤務先▶��恵庭カントリークラブ�クラブハウス内�

レストラン（恵庭市盤尻53番地2）

【受付/9〜17時】
 ※12〜14時は除く

まずは、お気軽にお電話ください。
☎0136-58-2021

①レストラン接客 ②調理補助・洗い場
③調理スタッフ（調理師免許保有者）

恵庭カントリークラブ恵庭カントリークラブのの

ゴルフ場レストランゴルフ場レストラン

恵庭 ア パ 下記参照

◆野菜苗・花苗の定植、出荷までのハウス内作業
給　与▶時給900〜950円
時　間▶��8:00〜17:00の間で応相談�

（昼休憩12:00〜13:00）
休　日▶�日曜日（希望休みは対応可能）

☎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 
　《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）
休　日▶�日曜日（希望休みは対応可能）

《共通項目》
期　間▶�4月〜5月末�※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

希望希望によりにより時間調整時間調整します！します！
ハウス内
作業 1〜2名募集1〜2名募集◆事務スタッフ

仕　事▶�伝票仕分け及び整理、�
電話応対、雑務整理他（商品集計）

給　与▶�時給900〜950円
時　間▶�8:00〜17:00（昼休憩12:00〜13:00）
休　日▶週1日以上

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!!

9：00〜12:00、8:30〜12:00、9：00〜12:00、8:30〜12:00、
9:00〜15:00など9:00〜15:00など

例

苗の生産から出荷までのお仕事です!苗の生産から出荷までのお仕事です!

恵庭 期 下記参照

恵庭 正 パ 介護職員
仕　事▶�グループホーム入居者の生活介護全般
資　格▶�正/介護福祉士資格�

パ/資格不問
給　与▶ 正/月161,000〜170,000円 

　  +夜勤手当6,000円/回　 
パ/時給870〜1,000円 
　  +夜勤手当6,000円/回　 
※経験・資格による

時　間▶��①8:30〜17:00　②11:00〜19:30�
③17:00〜翌9:00　�
※シフト制　※パートは応相談

休　日▶�正/月9日　パ/勤務日数応相談
待　遇▶�各社保完備（パートは勤務による）、交通

費規定支給、車通勤可、制服貸与、食事補
助有、(正のみ)昇給年1回、賞与年2回恵庭市黄金北3丁目12-6

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

グループホーム すずらんの家

介護職員介護職員
募集!!募集!!

☎0123-39-2223
受付/9〜17時　担当/谷口

正社員 パート

夜勤夜勤
手当有手当有

賞与有賞与有
（正社員のみ）（正社員のみ）

資格を活かそう！

[パート/清掃]千歳科学技術大学（千歳市美々）
給　与▶時給950円〜
時　間▶7:00〜10:30�※実働3.5h�
休　日▶土・日曜、祝日、他�※学校スケジュールによる
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、�

週20h以上勤務は雇用保険加入

[パート/清掃]北海道文教大学･高校（恵庭市黄金）
給　与▶�時給870円〜
時　間▶�①8:00〜12:30�②12:30〜16:30�※実働4h
休　日▶�土･日曜、祝日�※学校スケジュールによる
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、�

週20h以上勤務は雇用保険加入

千歳市美々新千歳空港内�ターミナル�アネックスビル1階
東京美装北海道㈱千歳支店

入社後すぐ使える入社後すぐ使える 特別有休制度特別有休制度 ありあり

[正社員/設備]千歳市民病院（千歳市北光2丁目1-1）
資　格▶�1級ボイラー技士（実務経験あれば2級ボイラー技士も

可）、乙種第4類危険物取扱者�※電気工事士あれば尚可
給　与▶�月給200,000円〜（諸手当を含む）
時　間▶�①8:30〜17:00�②17:00〜翌8:00�※①②シフト制
休　日▶�週2日以上
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、制服貸与

応
募

☎0123-24-☎0123-24-37713771
090-9753-1491

平日

土日祝

　設備社員&　　 清掃員パート正社員

一生懸命働ける方一生懸命働ける方
大歓迎!!大歓迎!!

春の増員募集
千歳・恵庭 正 設備社員パ 清掃

千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F㈱アスクゲートノース 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

給　与▶�時給950円
時　間▶�①5:00〜14:00�②14：00〜23:00�

③8:30〜17:30�④12:00〜21:00�
⑤17:00〜翌2:00

休　日▶工場カレンダーによる

★ライン経験者歓迎!!

【千歳市】洋菓子製造

時給950円長期

給　与▶�時給920円
時　間▶�8:00〜17:00�

※現場により時間変動あり
期　間▶4月下旬〜
休　日▶シフト制（週休2日〜）

★扶養内OK!

【千歳市・恵庭市・むかわ町】農家

時給920円4月下旬〜

給　与▶�時給900円
時　間▶�9:00〜16:00
期　間▶即日〜長期
休　日▶シフト制（週休2日〜）

★扶養内OK!

【北広島】デザート製造

時給900円即日～長期

アスクゲートノースアスクゲートノースオススメ!オススメ!求人求人紹介!紹介!

24時間受付OK！ お気軽にお電話ください。

0120-172-6420120-172-642 ★ご自宅近くまで出張登録可能!
※新型コロナウイルス感染予防対策を徹底しております。

ご自宅近くから ご自宅近くから 
職場まで送迎有!職場まで送迎有!

千歳・恵庭・他 派 洋菓子製造、農家、デザート製造

恵庭市本町210
恵庭店

応募 ☎33-1122
Web応募
はコチラ

［応募］�希望の店舗に電話連絡の上、�
写真付き履歴書をお持ちください。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

◆日配
給　与▶�［一般］時給874円 

［学生］時給871円
時　間▶8:30〜12:30

◆酒
給　与▶�［一般］時給874円 

［学生］時給871円
時　間▶�9:00〜13:00

給　与▶�［一般］時給881円
時　間▶�①9:00〜13:00�②13:00〜17:00�

③17:00〜21:00�※9:00〜17:00も可

◆レジ

アルバイト・パートスタッフ募集!アルバイト・パートスタッフ募集!
島松店

恵庭市島松旭町1丁目1-1

☎39-7777応募

Web応募
はコチラ

一緒に一緒に
働こう!働こう!

恵庭 ア パ 下記参照

＼仕事探すなら／

み
ん
な
で
一
斉
に

　
　
　

　
　
　お
仕
事
探
す
よ
！

時　間▶�①7:15〜11:15�or�8:00〜12:00�
②12:00〜16:00��
※①②シフト制

勤　務▶�週5日
給　与▶�時給886円+職務加給30円 

★日曜・祝日は時給+30円 
※試採用期間4ヶ月/時給861円

待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、�
有給休暇、共済会

向陽台店

向陽台店

千歳市
白樺2-3

☎28-3511☎28-3511応募 担当/安田

スタッフスタッフ
募集!!募集!!

デリカ担当 ★1日4時間からOKパート

千歳 パ デリカ担当

〒066-0009　千歳市柏台南1-3-1�千歳アルカディア・プラザ1F�101

写真付き履歴書を�
ご郵送もしくは
メールにて

ご応募ください。

Emergency Generator Service

問合せ▶080-9610-3588

仕　事▶�顧客リストを元に新規先へ訪問し負荷試験の�
説明を行ないます。�
※研修有（令和3年4月13日開催）

報　酬▶一件契約毎に7,000円
時　間▶応相談
勤　務▶自由
待　遇▶�労災保険、週払い可

◆非常用発電機の法人営業
仕　事▶��非常用発電機の保全、負荷試験、設備点検。�

非常用発電機が設置されている病院・学校�
・官公庁・介護施設・金融機関・公共施設等�
※1日あたり1〜2件の現場を訪問します。

報　酬▶�月14〜18万円  
※試用期間3ヶ月/14万円

時　間▶�9:00〜18:00��
※実働8h�※残業なし

休　日▶土日祝�※年間休日120日以上�　
待　遇▶労災保険加入、交通費規定支給

◆非常用発電機の負荷試験

《共通項目》
　資　格▶�要普通免許（AT限定可）、電気工事士等保持者歓迎、�

未経験者歓迎、年齢・性別不問、異業種からの転職歓迎

hamer@emergency-generator-service.com

千歳 委 下記参照

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。

◆野菜の選別（恵庭市島松）
期　間▶即日〜10月末
給　与▶時給950円
時　間▶�9:00〜17:00�※現場により変動
休　日▶シフト制
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可（無料駐

車場有）、残業手当有

★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）

大歓迎!!大歓迎!!

すぐ働けます!すぐ働けます!

時給950円!

未経験未経験 シニアシニア
の方の方

主婦（夫）主婦（夫）
さんさん

恵庭 派 野菜の選別
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