
2021年4月16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《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

仕　事▶ 食堂内での配膳、 
調理補助等 

給　与▶時給900～950円
時　間▶  9:00～15:00の間で実働3h～
勤　務▶ 週2日～
待　遇▶ 制服貸与、まかない有

千歳市柏台南1丁目3-1
千歳アルカディア･プラザ1F 

まずはお気軽にお電話ください。

090-2876-1441
龍のす食堂

配膳・調理補助募
集

美味しいまかない有！
時間や勤務日数は応相談！

担当/赤岡

千歳 パ 配膳、調理補助

土日祝は
お休み

4/5にOPEN
しました。

千歳市上長都958（千歳市公設地方卸売市場内）
株式会社 恵千フーズ

https://keisen-foods.com/

仕　事▶野菜のカット等の加工業務
資　格▶ 未経験者歓迎、金・土に勤務できる方歓迎
給　与▶時給865円
時　間▶6:00～15:00の間で応相談
休　日▶ 日・祝、GW、お盆、年末年始　 

※祝日出勤の場合有
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、 

交通費規定支給、車通勤可

☎0123-40-1010 ［受付］
9～16時

●まずはお電話ください。担当/大道寺

千歳 パ 野菜の加工

未経験者歓迎! 時間応相談♪
期　間▶ 4月20日前後～9月末頃まで
仕　事▶ 農作物の苗植え、収穫、雑草取り等
資　格▶ 未経験者歓迎、要普免（通勤用）、学生可、 

高校生可
給　与▶ 時給1,000円
時　間▶8:00～17:00（実働8h） ※前後する場合有
勤　務▶ 週3日～OK ※応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ 千歳市、安平町

札幌市中央区大通西8丁目
2-24 桂和大通ビル30 5F㈱グロウスタッフ

畑作業スタッフ募集!

労働者派遣事業（派01-300983）・請負事業

まずはお気軽にお電話ください。 担当/岡本
受付/9～18時☎011-281-2210

千歳・安平 ア 畑作業

送迎応相談

仕　事▶ ビニールハウス内軽作業、ニンニク選別作業
資　格▶ 未経験者歓迎、要普免（AT限定不可）
給　与▶時給900円～
時　間▶  8:00～17:00 ※応相談
休　日▶ 土、日 ※その他応相談
待　遇▶各社保完備、交通費規定支給
勤務先▶長沼町他、近郊町村 

長沼町東5南7 
（道の駅 マオイの丘公園から車で約3分）

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

090-2692-2924
丸勝農場

担当/福島

 
その他 ア パ 農作業

 まずはお気軽にお電話ください。

〒066-0083　千歳市みどり台北1丁目4-8

担当/三浦☎0123-23-2607
【電話受付時間/8:30～18:00】

仕　事▶ 院内清掃。机・待合室・トイレ・ 
床面等の簡単な日常清掃です。

時　間▶7:30～8:30（1名/1h）
給　与▶時給1,000円
勤　務▶月～金（週5日）
休　日▶土日祝、GW、お盆、年末年始
待　遇▶車通勤可（駐車場有）
勤務先▶内科クリニック（千歳市信濃）

千歳 パ 清掃

清掃スタッフ募集!

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

仕　事▶ ホテルの清掃管理業務全般（清掃後の点検、 
ホテルとの打ち合わせ、スタッフのシフト調整、他）

資　格▶清掃員経験者尚可
給　与▶ 時給900円～  

※試用期間3ヶ月有（同条件）
時　間▶ 8:30～16:15（実働7h、休憩45分）
勤　務▶ 週休2日制 ※応相談
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

ホテルの清掃スタッフ募集

車通勤OK

千歳 パ 清掃

時間・勤務日等、ご希望に応じて調整します！

恵庭市大町1丁目9-12

家事経験を活かして働きませんか？

合同会社すまいるくりえいと

《共通項目》
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給861円
時　間▶ ①9:00～17:00の間で実働2～4h  

　※シフト制（応相談）　 
②17:00～翌9:00

休　日▶ 日曜日、他希望日（応相談）
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、車通勤可 

★長期勤務の方には退職金制度、団体保険加入有
勤務先▶ グループホーム笑家えにわ 

（恵庭市大町1丁目9-12）

❷夜勤勤務者 
入居者の支援等

子育て中のママ
シニアの方

大歓迎!!
❶調理 
メニューに沿って食事を作ります。

まずはお気軽にお電話ください。
☎0123-25-6468

受付/
9:00～17:00
担当/安田

恵庭 パ 調理、介護
新規高卒者・未経験者応募可！

〒062-0009 札幌市豊平区美園9条5丁目4-21

写真付履歴書をご郵送ください。

☎011-821-8931

有限会社 プリスクリプション アルファ
担当/瀬川

恵庭 正 医療事務

仕　事▶ 受付窓口業務、 
レセプトコンピューター入力、 
会計・薬歴等の管理作業

給　与▶ 月給153,000～195,000円  
※試用期間3ヶ月/時給870円

勤　務▶  [恵み野店] 
①8:30～18:00(実働8h)/月・火・木・金 
②8:30～12:30(休憩なし）/水・土

　　　　 [恵庭店] 
①9:00～18:00(実働8h)/月・火・木・金 
②9:00～17:00(実働7h)/水（隔週)  
③9:00～13:00(休憩なし）/水(隔週)・土 
※週40h ※シフト制 

休　日▶日・祝、他、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、昇給・賞与有、交通費規定支給、 

車通勤可、退職金制度有、白衣貸与

◆アルファ調剤薬局 恵み野店 
　（恵庭市恵み野北3丁目1-1）
◆アルファ調剤薬局 恵庭店 
　（恵庭市栄恵町126）

仕　事▶ 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

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108日）

時　間▶ 9:00～17:00
給　与▶ 時給920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、

有給休暇制度有、能力に応じて昇給有

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。
写真付履歴書をお持ちください。

トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター

担当/
佐藤・傳法(デンポウ)☎0123-47-8000

男女ともに
活躍中!!

◆40～50代も活躍中!! 
◆昇給有 
◆マイカー通勤可能! 
◆お休み充実

中古車の洗浄ライン      
作業スタッフ

恵庭 契 洗浄ライン作業

恵庭市黄金南6丁目10-2

●まずはお気軽にお電話ください。【担当者/採用担当係】

☎0123-39-3336 マクドナルド36号 恵庭店

仕　事▶ ハンバーガー・ドリンク等の製造及び販売
その他、店内業務全般

資　格▶ 高校生以上 ※Mc Caféは高校生不可
給　与▶ 時給865円～  

※22時以降は時給1,081円
時　間▶ 6:00～25:00の間で1日3h～（シフト制） 

※Mc Caféは9:00～23:00の間で 
　1日3h～（シフト制）

勤　務▶ 週2～3日程度 
※家事や学業との両立ができます。

待　遇▶ 各社保完備、昇給有、車通勤可、 
従業員食事補助有、前給制度有（規定有）、 
社員登用有

Mc Café by Barista
恵庭店が

マックカフェ バイ バリスタ

リニューアルオープン！として

スタッフ
大募集!!

恵庭 ア パ 店内業務全般

〒066-0062
千歳市
千代田町6-8
平和駅前ビル

◆経理事務（正社員/パート）
仕　事▶ 来客・電話対応、専用ソフトによる 

財務事務等。  
給　与▶ 正/月166,000円～　パ/時給900円～

資　格▶ 高卒以上、要普通自動車免許、基本的なPC操作可能な方（入力程度） 
時　間▶正/9:30～18:30　パ/10:00～16:00 ※応相談
休　日▶ 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）、業務には社用車使用
勤務先▶ 千歳市千代田町6丁目8 平和駅前ビル 

売買も! 賃貸も!

株式会社 平和恒産

◆管理業務（正社員）
仕　事▶ プロパティマネジメント（物件の運営・管理業務）
給　与▶ 月192,000円～

共
通
項
目

★キッズルーム有

お子様
連れで
出勤可能!!

●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

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

管理業務 経理事務募集!!正社員 正社員
パート

千歳 正 管理業務正 パ 経理事務

すぐに働けます! まずはお電話ください。

クリーニング 
スタッフ募集!

■病院・施設関係のリネン類のクリーニング業

千歳市泉沢1007-207 ☎0123-28-3771㈱北海道シルバーサービス 千歳工場

待　遇▶ 送迎有(千歳市内のみ、応相談）、社保完備、車通勤OK、 
交通費規定支給、昇給有、社員登用有、試用期間有

小～大型の洗濯乾燥機の操作と関連業務全般を行います。
時　間▶ 7:00～19:00の間で実働6～8h
勤　務▶ 週4～5日で応相談（土･日曜休み） 
給　与▶時給861円～

洗濯乾燥担当スタッフ

社員希望大歓迎!! 安定して働けます♪
子育てママ応援中!! 勤務時間調整OK♪送迎有!

クリーニング品仕上げスタッフ
時　間▶ 基本8:00～17:00の間で実働6～8h 

※応相談 （例/9:00～15:00、10:00～17:00等）
勤　務▶ 週2～5日で応相談（土･日曜休み）
給　与▶時給861円～

シーツ・タオル等を機械に入れたり、手で畳むカンタン作業!!

20～40代 活躍中!! 短期も大歓迎!!

共通
項目

すぐに
働けます!

千歳 ア パ 工場作業

経験
不問仕　事▶ 建設現場内の片付け、清掃、 

及び運搬等の作業
資　格▶ 経験者優遇、未経験者歓迎、 

要普通免許(AT限定不可）
給　与▶ 経験者/時給1,250円～ 

未経験者/時給1,000円～
時　間▶  8:00～17:00  

※残業の場合有
勤　務▶ 週1～3日程度  

★土曜日も出勤できる方歓迎

千歳市住吉
1丁目4-11

〈まずはお気軽にお電話ください。担当/野原〉

☎0123-49-2041
しょうわけんせつ

正和建設株式会社

Ｗワーク
OK! 

● 誰にでも 
できる作業♪

● 経験者歓迎!

作業員募集!!

白いロゴがここにある

千歳 ア 作業員

恵庭 パ 浴場管理

浴場管理
スタッフ募集!

恵庭市戸磯
397-2えにわ温泉 ほのか

担当/のぶなり☎32-2615応募

給　与▶ 時給861円
時　間▶ 日/19:00～23:30 

月・火/19:00～23:00
勤　務▶日、月、火
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、車通勤可

（無料駐車場有）、制服貸与、従業員割
引有（一緒に来店した家族も対象）、仕
事終わりの温泉入浴無料、深夜割引有

パ
ー
ト

時給1,000円

期　間▶ 即日～長期
資　格▶ 自力通勤できる方
時　間▶6:00～15:00 ※実働8h
休　日▶シフト制 
給　与▶時給1,000円
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、駐車場有、

服装自由
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）

空港行の

服装
自由!!

男性
活躍中

倉庫内にて

荷物の積み下ろし

千歳 派 倉庫内作業

仕　事▶ 有料老人ホーム入居者様への食事作り
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶時給900円
時　間▶  ①6:00～12:00（早番手当有 300円/回） 

②9:00～15:00　 
③13:00～19:00　※いずれも実働6h

勤　務▶週2日以上 
待　遇▶ 各社保完備（時間による）、交通費規定支給、 

食事補助有、有給休暇
勤務先▶ サンヴィレッジ北広島（北広島市中央6丁目9-2）

調理スタッフ 
募集!未経験者歓迎！

北広島市中央
6丁目9-2 

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎011-299-3370
株式会社ライフ・クリエイト

担当/萩原

北広島 パ 調理


