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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

効力発生年月日／令和元年10月3日

お問い合わせは 厚生労働省 北海道労働局 労働基準監督署 各支署まで

時
給 円861
最低賃金について

最低賃金額
引き続き

北海道内で事業を営む使用者およびその事業場で働くすべての労働者
（臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む）に適用される北海道最低
賃金は次のとおりです。

最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に 
支払われる賃金および時間外等割増賃金は算入されません。

未経験者でもOK！未経験者でもOK！

〒066-0023　千歳市寿1丁目6-3

【受付/9〜18時】
担当/杉本

まずはお気軽にお電話ください。

☎24-9262
（有）道央グリンサービス

仕　事▶��公園の維持管理（樹木の剪定、草刈）、�
一般住宅の外構・庭設計、施工等の業務、�
冬期は除雪等

資　格▶�要普免、未経験者歓迎
給　与▶�正社員/月給200,000〜280,000円 

　　　 ※試用期間有 
パート/日給9,000円〜

時　間▶�8:00〜17:00
休　日▶��日曜、祝日、GW、お盆他
待　遇▶��雇用、労災、建設国保加入

千歳 正 パ 公園の維持管理

仕　事▶�アパート、マンション共用部分の清掃
資　格▶�車で移動出来る方、�

未経験歓迎、要普通免許
時　間▶�8:00〜17:00（フリータイム）�※週10h程度
給　与▶�時給900円
勤　務▶�月〜金曜
休　日▶�土・日・祝日・ＧＷ・お盆・年末年始
待　遇▶�労災保険・交通費規定支給・車通勤可
勤務先▶�千歳市内

清掃清掃スタッフスタッフ

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☎0123-24-0800
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡

募募
集集

千歳 パ 清掃

◆生産加工スタッフ◆生産加工スタッフ
仕　事▶�スピナッチ・ベビーリーフの選別、パック詰め
期　間▶�5月〜10月
時　間▶�8:00〜17:00の間で4〜8h（応相談）�

★短時間勤務もOKです!
勤　務▶�週2日〜OK！　勤務先▶�千歳市中央2529-11
★金・土曜のいずれか1日だけでもOKです！

◆農作業スタッフ◆農作業スタッフ
仕　事▶�農作物の管理・収穫等
期　間▶5月〜10月�※応相談
時　間▶�8:00〜17:00�※勤務日・時間は応相談
勤　務▶�週2日〜OK！
勤務先▶�千歳市東丘719-1

080-2733-5561
（有）コスモファーム 千歳市中央2529-11（千歳駅から約7km）

電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

週週22日日〜〜
OK!!OK!!

勤務日・時間勤務日・時間
応相談

担当/山田
受付/8〜18時

残りわずか！

急募急募

〈共通項目〉
給　与▶�時給880円〜　　　休　日▶�日曜
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費規定支給
資　格▶�車通勤可能な方、未経験者歓迎

千歳 パ 生産加工、農作業

介護職員 ★資格により時給UP!! パート
仕　事▶�通所介護もしくは訪問介護の介護職員
資　格▶�要普免、介護職員初任者研修修了以上
給　与▶�［介護職員初任者研修修了］時給900円〜 

［介護福祉士］時給1,000円〜 
※経験年数を考慮

時　間▶�8:50〜17:30の間で実働4h程度〜�※時間応相談�
待　遇▶�労災保険、賞与年2回、通勤手当、昇給年1回

介護職員介護職員
短時間も応相談

希望の方、正社員登用あり! 

経験者
優遇

デイサービスきずな 〒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。

恵庭 パ 介護職員

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）�
③8:45〜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/小松
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。

千歳 パ 病院の夜間受付

☎46-2221応募
かまど円山 新千歳空港店
千歳市美々新千歳空港ターミナルビル3F

担当/さいとう

ハンバーグ
レストランで
フリーター歓迎!!フリーター歓迎!!

ア ル バ イ ト
正社員登用有正社員登用有

◆キッチン補助
資　格▶�未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶� 時給861〜1,100円 

※試用期間1〜3ヶ月有/時給861円
時　間▶10:30〜20:30の間でシフト制
休　日▶�シフト制、応相談
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、昇給有、制服貸与、正社員登用制度有

【正社員】キッチン同時募集!
★月収15〜23万円 ※経験による ★休日日数は要相談

千歳 ア 店内業務

時給11,,220000円円〜〜
●●実務経験実務経験がある方がある方
●●�保険請求事務や医療事務等の�保険請求事務や医療事務等の��
資格資格をお持ちの方をお持ちの方

正 職 員 登 用 実 績 あ り

〒066-0034 千歳市富丘1丁目618-6  
医療法人社団 豊友会 千歳豊友会病院 人事担当宛☎24-4191☎24-4191

◎電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。�

https://www.foryou-hp.or.jpWeb応募なら24時間365日受付OK▶

（医）豊友会 

千歳豊友会病院
Chitose Houyukai Hospital

準職員 看護補助者
仕　事▶��病棟における看護補助業務。看護師の補助や患者

さんのお世話等を行います。介護士や看護師等を
目指す土台となる経験を積むことができます。

資　格▶��無資格でも可
給　与▶��時給1,100円　夜勤1勤務/22,000円 

資格手当（介護福祉士）/6,000円 
その他手当年2回有（夏・冬）

時　間▶��当院規定による
勤　務▶�2交替シフト制、早出・遅出有

正職員 透析看護師

《共通項目》待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

準職員 医療事務員
仕　事▶医療事務業務
資　格▶��経験者優遇
給　与▶��時給1,200円〜
時　間▶�月・火・木・金/8:45〜17：30�

水・土/8:45〜12:45
休　日▶日曜・祝日

医療事務
スタッフ募集

こ
ち
ら
も
募
集
中

大
歓 迎

仕　事▶��透析患者の看護業務
資　格▶��正看護師
給　与▶��基本給/月216,000〜292,000円 

＋職務手当20,000円 
★賞与年2回（6・12月）

時　間▶�①8:30〜17:15　②10:00〜18:45�
③8:00〜16:45

勤　務▶�シフト制（4週8休+祝日）

応募はコチラからも簡単にできます!

千歳 正 透析看護師準 医療事務員、看護補助者

メニュー、分量、調理方法が決まっているので、
調理ができる方なら大丈夫！

調理と配膳の
お仕事です。

☎0123-24-7787 担当/金子
電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

■ビルメンテナンス�廃棄物収集運搬処理�ハウスクリーニング
千歳市流通
1丁目4番7号

給　与▶時給950円（月額7万円程度）
時　間▶�6:00〜9:00、15:00〜19:30（7.5h）��
勤　務▶月10日程度�
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与

■千歳市稲穂/サーモンリバーハイツ 
※20名分程度の調理と配膳のお仕事

千歳 パ 厨房業務

＼仕事探すなら／

今
は
静
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に
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皆勤賞あり！1ヶ月休まず
がんばろう！

★�他の配布地域もございます。詳しくはお電話でご相談ください！

仕　事▶�生活情報紙「ちゃんと」の折込・配布
資　格▶�年齢不問（健康な方）�★短期もOK
給　与▶�1部配布7.5円〜（ページ数により変動あり） 

＋チラシ折込手当＋増ページ手当+皆勤賞
勤　務▶�毎週木・金曜（週1〜2日）
時　間▶�木曜/5:00〜19:00　�

金曜/5:00〜18:00�
の間で実働1〜3h位（配布場所による）

★年齢不問！　★短期OK!!
★自分のペースで仕事ができる！
★密にならない♪

配布員募集配布員募集

千歳市北斗4丁目13番20号 ☎0123-27-0911応募■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

千歳市 恵庭市
恵み野東5丁目

恵み野西4丁目

恵み野西6丁目

中島町4丁目

黄金南1丁目

美咲野3･4丁目

富丘4丁目

住吉1丁目

豊里2丁目

春日町3丁目

真々地1丁目

白樺5丁目

千歳・恵庭 委 ポスティングスタッフ

資　格▶�年齢不問、シルバー世代歓迎、週3日以上勤務出来る方
仕　事▶�料理の補充、食器片付けなど�

誰にでもすぐに覚えられる仕事です。
給　与▶ 時給900円 

※研修期間有（実働14日間/時給861円）
時　間▶�5:00〜9:30
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場有）、

制服貸与、希望休日取得可、年2回ミニボーナス有

アルバイト
パート

勤務開始日応相談 シルバー世代歓迎

朝食バイキング朝食バイキング
スタッフスタッフ

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちいただくかご郵送ください。

担当/�尾田☎0123-26-1155
千歳市千代田町
6丁目1番地千歳エアポートホテル

希望休み希望休み
取得可取得可

千歳 ア パ 調理

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｡

給　与▶�［一般］時給871円
時　間▶�13:00〜17:00（応相談）

◆青果

給　与▶�［一般・学生］時給871円
時　間▶8:30〜13:00（応相談）

◆食肉

給　与▶�［一般］時給891円
時　間▶7:00〜12:00�

◆デリカ

アルバイトアルバイト
パートパート

スタッフ募集!スタッフ募集!

一緒に
働こう!

㈱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
応募 ☎23-7667 [担当]店長

千歳市勇舞
8丁目1-1長都店長都店
web応募

千歳 ア パ 店内業務
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