
2021年4月23日（金） ちゃんと9

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】《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

ホホーールル

北広島市島松49-5 札幌国際カントリークラブ島松コース内

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

☎011-376-3347
北海道フードマネジメント㈱

担当/佐藤

ス
タ
ッ
フ

ス
タ
ッ
フ
未経験者未経験者
歓迎!!歓迎!!

仕　事▶ ゴルフ場の食堂での接客、配膳、 
片付けなどのホール業務

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許（通勤用）
給　与▶ 時給950円～
時　間▶ 6:00～18:00の間で実働4～5h ※応相談
休　日▶シフト制 ※応相談
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可、制服貸与
勤務先▶札幌国際カントリークラブ 島松コース

北広島 パ ホール

仕　事▶ トラックの荷おろし作業
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇、学生可（高校生も可)
給　与▶日給4,000円
時　間▶  8:30～11:30　※残業なし
休　日▶ 日・祝、他　※ご希望伺います。
勤　務▶ 週1日～OK
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、週払い可
勤務先▶恵庭市戸磯

札幌市北区北27条
西3丁目1-8 

まずはお電話ください。出張面接も可。

合同
会社グローバルアシスト
☎011-717-6200 担当/大槻

恵庭 ア 荷おろし作業

荷おろし作業員募集!荷おろし作業員募集!

WワークWワーク
OK! OK! 

★1日3時間 日給4,000円!
★週1日~OK! ★学生可! 仕　事▶ 来客・電話対応、簡単なPC入力、給与計算・請求

書作成、銀行への書類提出（社用車使用）等 
資　格▶ 要普通免許(AT限定可)、未経験者歓迎、定年雇用

止めの為59歳以下、PC操作可能な方 
給　与▶�月160,000円～�※経験・能力考慮��

※試用期間3ヶ月/時給900円～
時　間▶   8:30～17:30 ※実働8h 　 

※1～3月は、9:00～17:00（実働7h）
休　日▶ 土日祝、GW、お盆、年末年始 ※年間休日125日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、皆勤手

当有、賞与有（業績による）、有給休暇

千歳市北信濃776-4
北海道文化シャッター内

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-24-3758
共栄梱包有限会社

担当/菅原

千歳 正 一般事務、経理事務

入力程度の 入力程度の 
PC操作がPC操作が

できればOKできればOK

★土日祝休み ★残業ほとんどなし ★年間休日125日
一般事務・経理事務募集!一般事務・経理事務募集! 期　間▶令和3年5月～令和4年3月

仕　事▶ 【夏季】施設の維持業務、管理施設の草刈り、 
　　　グラウンド整備ほか 

【冬季】 青空公園スケートリンクの造成・施設の
　　　　　　　維持業務、利用受付ほか
資　格▶高等学校卒業以上、要普通自動車免許
給　与▶月152,500円
時　間▶ 8:45～17:15 ※実働7時間45分 

※1月、2月は早・遅番のシフト制
休　日▶ 4週8休 ※1月、2月は土日祝を含むシフト制
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇、通勤手当（規程による）、 

制服貸与（規程による）

担当/内山
受付/平日9～17時☎0123-24-2100

〒066-0042
千歳市東雲町2丁目34番地西庁舎内千歳市体育協会

(公財)(公財)千歳市体育協会千歳市体育協会のの臨時職員臨時職員をを募集します！募集します！

＊ 募集要領は、当協会の窓口およびホームページで 
入手できます。（http://www.chitose-taikyo.or.jp/）

公益
財団法人

電話連絡の上、写真付履歴書・運転免許（写）を郵送もしくはお持ちください。

千歳 臨 施設管理

時　間▶  ①6:00～9:00 ②9:00～18:00の間で4～5h 
③17:00～22:00 ④21:00～翌6:00  
⑤2:00～8:00 ※通し勤務も可 ※他応相談

勤　務▶ 週2日程度
給　与▶�時給865円以上��

※22～翌5時は時給1,100円
待　遇▶ 制服貸与、昇給有、車通勤可、諸手当有、
            お祝い金有（規定有）

恵庭バイパス店
恵庭市黄金南7丁目18-6

担当/菊田☎34-5336応募 面接時履歴書不要!!

みーーーんな大歓迎!!みーーーんな大歓迎!!

土日のみ
平日のみ 深夜のみ

早朝のみ
日中のみ

即勤務 連休明けからの勤務

Wワークも バイトデビューも

恵庭 ア 店内業務全般

《共通項目》
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶ 時給861円�※他、ナイター加算・年末年始加算有
時　間▶ 8:45～17:30 

※ 13:00～21:30、8:45～21:30等、状況による（時間外手当有）
勤　務▶月10日程度
待　遇▶ 雇用・労災保険、制服貸与（女性のみ）、交通費規定支給

扶扶養養内内
OKOK

50〜60代が
活躍中！

勤務開始日応相談♪

千歳市幸町3丁目3-2

担当/
林・大薄（おおすぎ）、白岩

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-40-9000

場外馬券の販売・
払い戻し業務、他

場内警備・環境整備 
（感染症対策等）

ホッカイドウ競馬 Aiba千歳場外発売所

千歳 パ 販売、警備･環境整備

仕　事▶ 最新半導体製品の製造業務（求人No.8194） 
資　格▶18歳以上（深夜勤務があるため） 
給　与▶ 月給190,000円～�

★�月収23.8万円以上可能（22日/159.5h勤務
＋残業7h＋休出7.25h＋深夜42h＋交通費）�

時　間▶ ①6:15～14:30 ②14:15～22:30 
③22:15～翌6:30  
※実働7.25h ※シフト制  

休　日▶ シフト制（4勤2休）、他会社カレンダーによる、
お盆、年末年始 　※年間休日116日

勤務先▶ 千歳市泉沢 
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、賞与有（業績に

よる）、寮有、赴任交通費会社負担、引越し費用
会社負担、有給休暇、車通勤可（駐車場有） 

札幌市中央区北4条
西4-1 札幌国際ビル4F㈱ワールドインテック

★生活備品一式完備の完全個室寮有!
★マイカー通勤歓迎!★寮費無料!

まずはお気軽にお電話ください。出張面接も可。
曜日・時間等お気軽にお問い合わせください。

0120-93-8080 

千歳 正 製造（広告No.36956）

正社員募
集

㈱北海道グリーンハウス
札幌市中央区北3条西2丁目8番地　さっけんビル2F

調理員調理員

担当/
おぐら☎011-232-2430

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は勤務先で行います。 【受付/9～18時】

勤務先▶恵庭南病院
仕　事▶ 簡単な調理、盛付、配膳、食器洗浄、清掃
資　格▶不問
給　与▶時給1,000円
時　間▶ ①5:00～14:00 

②10:00～19:30 
※実働8h 
※早・遅番ローテーション勤務

勤　務▶週5日 ※シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

制服貸与、車通勤可、早番手当有

募集!!募集!!

恵庭 パ 調理

勤務日は相談の上決定。週休2日制も相談可！

当社でタクシードライバー 
になりませんか？

〒066-0015　千歳市青葉6丁目14-6

千歳昭和交通千歳昭和交通㈱㈱
担当/古瀬☎22-0866

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許
時　間▶ 日勤:例/5:00～16:00　 

★5～8時の間に出勤し、帰庫は出庫から10時間半後 
夜勤:例/18:00～翌5:00 　 
★18～20時の間に出勤し、帰庫は出庫から10時間半後

勤　務▶4勤1休
給　与▶�完全歩合制　日勤/月200,000円～　�

　　　　　　夜勤/月250,000円～　�
※入社後1年間は給与保証有(当社規定による）

待　遇▶  各社保完備、入社祝金制度（10万円）、制服貸与、
退職金制度、車通勤可（駐車場完備）

※入社後1年間は給与保証有�
　 (当社規定による）
★最新カーナビ導入で未経験者も安心
★二種免許取得も当社で応援します

しっかりしっかり
稼ぎたい方稼ぎたい方

千歳 嘱 タクシー乗務員

◆ベッドメイク
給　与▶時給900円～�※経験者優遇
時　間▶9:30～15:30 ※実働5.25h
勤　務▶週3日～ ※応相談
勤務先▶千歳第一ホテル/千歳市幸町4丁目25-1

勤務日数、勤務時間は応相談

◆朝食スタッフ
仕　事▶配膳、後片付け、簡単な調理補助
給　与▶時給900円～
時　間▶ ①5:00～8:00  

②5:00～10:00
勤　務▶週2日～ ※応相談
勤務先▶クイーンズホテル千歳/千歳市幸町5丁目6-1【共通項目】 待　遇▶交通費規定支給、制服貸与、車通勤可

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

（千歳第一ホテル）☎27-2000 千歳市幸町
4丁目25-1㈱タスク

ホテルのお仕事2職種募集!!ホテルのお仕事2職種募集!!

千歳 ア パ ベッドメイク、ホール

賞与年2回有 各種手当有

雰囲気が気になる方は、HPをご覧ください♪

介護職員等特定処遇改善加算手当
60,000円（偶数月支給）

�介護福祉士の有資格者で介護職員として
勤続10年以上の方対象で、更に

仕　事▶ 入居者の介護、生活介助、生活部門の清掃・整理等
資　格▶ 介護福祉士（実務経験5年以上）
時　間▶ ①7:00～16:00 ②8:00～17:00 ③9:30～18:30 

④10:00～19:00 ※①～④は休憩1h 
⑤17:30～翌9:30（休憩2h）

給　与▶ 月165,000～238,500円+夜勤手当�
※資格手当・処遇改善手当込�※年齢・経験に応じ支給

休　日▶ 週休2日制 ※年間休日120日
待　遇▶ 各社保完備、賞与年2回（3.4ヶ月分）、扶養手当、住宅手

当（規程による）、寒冷地手当（11月～3月）、有給休暇、
交通費規程支給、車通勤可（駐車場無料）、昇給年1回

勤務先▶ 暢寿園（千歳市富丘2丁目7-5) 
 お気軽に下記までお問い合わせください。

社会福祉法人

千歳福祉会
〒066-0066
千歳市大和4丁目
2番1号

☎0123-49-6805☎0123-49-6805
採用担当/中尾 （受付/9:30～17:30）

［正職員］介護職員

特別養護老人ホーム 
やまとの里 準介護員も募集中!

男女男女問わず問わず
幅広い年齢層幅広い年齢層がが

活躍中!!活躍中!!

千歳 正 介護職員

★JR恵庭駅直結！通勤に便利です♪

〒060-0063 
札幌市中央区南3条西2丁目1-1
H&Bプラザビル6F 

電話連絡の上、写真付き履歴書を郵送ください。 

☎011-207-1066
廣仁会 

医療法人社団 廣仁会 パート

担当/小室

恵庭駅皮膚科クリニック恵庭駅皮膚科クリニック
勤務先▶恵庭市相生町1丁目8-1 いざりえ3F
仕　事▶クリニックでの清掃
資　格▶未経験者歓迎
時　間▶ 9:00～11:00 ※8:00～10:00などの時間も相談に応じます。
給　与▶時給900円
休　日▶木・日、祝日、お盆、年末年始
待　遇▶車通勤可（無料駐車場有）、交通費規定支給

医療法人社団

恵庭 パ 清掃

時　間▶ ①9:15～13:15、②12:30～16:30 ※実働4h 
①看護 ①②介護（実働6h勤務も可）

給　与▶ 看護/時給1,100円～　�
介護/時給870円～+処遇改善手当

資　格▶ 未経験者歓迎、有資格者大歓迎、 
土曜日出勤できる方歓迎

休　日▶ 日曜、祝日
待　遇▶ 労災保険、雇用保険（20時間以上勤務の場

合）、処遇改善加算有、有給休暇制度有（入社
3ヶ月後から）、交通費規定支給

〒066-0078
千歳市勇舞2丁目7-8 

勇舞デイサービス
まごころの湯くれいん
●まずはお気軽にお電話ください！ 受付/9〜18時  担当/伊藤

☎21-8477 080-3384-9431

各1名各1名
募集募集

看護職員看護職員･･介護職員介護職員 同時同時
募集募集

千歳 ア パ 看護、介護

お仕事説明会開催!!お仕事説明会開催!!

★上記日程以外でも随時実施中! ★上記日程以外でも随時実施中! 
★千歳、苫小牧にも多数案件有!★千歳、苫小牧にも多数案件有!

ご相談だけでもOK!ご相談だけでもOK!

八八
ハ ッ シ ンハ ッ シ ン

神神エモーションエモーション
 業務請負業・労働者派遣業 派01-300216 
〈自社求人情報サイト〉http://www.e-hasshin.com/

株式株式
会社会社

【受付】平日9:00～18:00 ※左記時間以外は携帯（ツタモリ）へ
0120-084-842 080-6073-7977

【派遣】ゲーム機部品の製造･検査補助/千歳市
給　与▶ 時給1,100～1,220円（昇給有）
時　間▶ ①6:15～14:30 ②14:15～22:30  

③22:15～翌6:30 ※①～③のシフト制
休　日▶週休2日、その他大型連休
待　遇▶ 有給休暇有、交通費別途支給、各種保険有、 

制服無料貸与

北ガス文化ホール/千歳市北栄2丁目2-1北ガス文化ホール/千歳市北栄2丁目2-1

13:00～16:0013:00～16:00 9:00～11:309:00～11:30

（千歳市民文化センター（千歳市民文化センター4F 小会議室24F 小会議室2 ））

★私服OK! ★フリー来場OK!★私服OK! ★フリー来場OK!

●年2回報奨金有!（4～20万円）●年2回報奨金有!（4～20万円）
●JR千歳駅から無料送迎有!●JR千歳駅から無料送迎有!

4/28㊌

場所場所

札幌市清田区美しが丘
1条1丁目2-7

4/29㊍㊗

千歳 派 ゲーム機部品の製造検査補助

　

　 　

　

　

　

☎0123-35-4268

☎0123-49-6030

☎0123-49-6268 ☎0123-40-1268

☎0123-49-7268

☎0123-49-7121

仕　事▶ レジ、簡単なお掃除、入荷商品の陳列、 
商品の発注他

資　格▶ 未経験者歓迎、Wワーク応相談、主婦（夫）歓迎、 
扶養内勤務可、シニア・定年退職者も歓迎、 
学生歓迎（高校生以上）、土日勤務できる方歓迎

時　間▶表参照
勤　務▶ 月20日程度（1日4～5h） ※要相談 

※詳細は面接時にご相談ください。
給　与▶ ［17時まで］時給870円　�

［17～22時］時給910円�
［22時～］時給1,137円

待　遇▶ 白衣貸与、交通費規定支給、社員購買割引制
度有、登録販売者資格取得制度有

●8:30〜12:30　●16:00〜20:00

●8:00〜11:00　●9:00〜13:00
●13:00〜17:00　●17:00〜22:00

●9:00〜13:00　●14:00〜18:00
●18:00〜22:00

●9:00〜13:00　●14:00〜18:00
●18:00〜22:00

●8:00〜11:00　●9:00〜13:00
●13:00〜17:00　●17:00〜22:00

北陽店｜千歳市北陽1丁目12-6 　

☎0123-29-5578
●14:00〜18:00　●17:00〜21:00

千歳住吉店｜千歳市住吉2丁目7-8

千歳緑町店｜千歳市緑町2丁目1-58 千歳長都店｜千歳市長都駅前2丁目842-2

千歳高台店｜千歳市高台4丁目3-5

千歳新富店｜千歳市新富1丁目5-10

https://www.tsuruha.co.jp

●8:00〜11:00　●17:00〜22:00
（恵み野里美店）

恵庭大町店｜恵庭市大町1丁目

ツルハドラッグ恵庭大町店 ツルハドラッグ恵庭大町店   
5月上旬オープン予定5月上旬オープン予定

既存店舗も既存店舗も
スタッフ募集!スタッフ募集!

共
通
項
目

面接時は履歴書不要！採用時に提出いただきます。

まずはお気軽にお電話ください。
WEB応募フォームからの応募も可。

札幌市東区北24条
東20丁目1-21株式会社ツルハ

千歳・恵庭 ア 販売、レジ、品出し等
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