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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。

北海道クリーン開発㈱ 〒053-0016
苫小牧市寿町2丁目3-14

応 募

◆ちとせモール
時　間▶�8:00〜11:30
勤　務▶�週3日程度（シフト制）
給　与▶時給861円
資　格▶未経験者歓迎、性別不問
待　遇▶�労災保険、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は勤務先にて行います。委細面談。

ショッピングモールのショッピングモールの

清掃スタッフ清掃スタッフ

未経験者歓迎！！

60歳以上の
方も大歓迎！

（田口）
☎0144-33-6323
　080-2871-5294

千歳 パ 清掃

仕　事▶�土木現場での作業
給　与▶�月給250,000～380,000円
資　格▶�要普通免許、経験者優遇、未経験者歓迎
時　間▶�8:00〜17:00
休　日▶�日曜日、その他
待　遇▶�各社保完備、制服貸与、�

賞与有、資格取得支援制度有
勤務先▶�千歳市近郊

土木作業 正社員募集!

千歳市みどり台
北1丁目4番6号

【受付/9〜17時】
担当/桜井

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-4195
㈱ヒロトミ建設

千歳 正 土木作業員

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

明るくて元気な方大歓迎♪
仕　事▶�農産物及び農畜産物加工品の販売
資　格▶�未経験者歓迎、高校生不可、土日祝勤務できる方
給　与▶�時給865円
時　間▶�8:00〜20:00の間でシフト制（実働8h）
休　日▶��週1〜2日、シフト制
待　遇▶��社保完備、交通費支給
勤務先▶�JA道央�新千歳空港店

まずはお電話ください。 

☎21-8160☎21-8160
（受付/平日9〜17時）

担当／福本・高

恵庭市島松仲町2-10-14JA道央グループ（株）ジャンス

JA道央 
新千歳空港店

お休み明けから
の勤務OK

パート募集!!パート募集!!
千歳 パ 販売

仕　事▶�レジ、接客、清掃、品出し等
資　格▶�未経験者歓迎、長期勤務できる方、�

土日祝勤務できる方�
※教育期間中は平日に勤務可能な方（応相談）

時　間▶�①7:00〜12:00�
②12:00〜17:00�
③22:00〜翌7:00

給　与▶ ①時給877円～ 
②時給861円～ 
③時給1,100円～

勤　務▶�★たくさん働きたい方も�
　応相談�
★週2日〜相談OK

待　遇▶制服貸与、車通勤可
応　募▶�電話の上写真付履歴書をお持ちください。

フリーターフリーターさん、さん、
主婦（夫）主婦（夫）さんさん

歓迎!!歓迎!!

恵庭島松東町店 恵庭市島松東町3丁目7-8

島松東町店
担当/佐々木

☎37-8355【受付時間/10時〜18時】

島松東町店 島松東町店 スタッフ募集!!スタッフ募集!!

残り 残り 
わずか!わずか!

恵庭 ア パ 店内業務

　

　 　

　

　

　

☎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

見学だけでもOK! !

給　与▶�①日給2万3,700円　②日給1万4,220円
仕　事▶�公的福祉事業、ご利用者の日常生活支援
資　格▶�未経験者歓迎、無資格者も応募可能�

（1からできるまで親切に教えます。）、�
資格取得のための研修費用全額補助

時　間▶�①18:00〜翌9:00（実働9h、仮眠・待機・休憩6h)�
②9:00〜18:00(実働7h、待機・休憩2h)

勤　務▶�①②をシフト交代制、応相談
休　日▶週3日以上、応相談�
待　遇▶�有給休暇法定通り付与、交通費全額支給、社保完備、

マイカー通勤可（無料駐車場有）

恵庭市美咲野5丁目8-11

【受付/8〜20時】応募 ☎050-5897-7068
一般社団法人 HK ちとせ24

無資格
未経験者

歓迎!

2万3,7002万3,700円!円!  高収入高収入日
給❶
1万4,2201万4,220円!円!  厚待遇厚待遇日

給❷
緊急
募集

恵庭 正 パ 日常生活支援

ブランクある方もご相談ください
仕　事▶�歯科衛生士
資　格▶有資格者
給　与▶�月給157,000～200,000円 

※歯科衛生士手当を含む、能力・経験により優遇
時　間▶��9:30〜18:30
休　日▶�水･日曜、祝日、GW、お盆、年末年始
待　遇▶�社保完備、昇給年1回、賞与年2回、皆勤手当（月1万円）、

歯科衛生士手当（月1万2千円）、交通費規定支給、�
車通勤可、制服貸与

医療法人社団 日本矯正歯科学会認定医

〒066-0062　千歳市千代田町6丁目41

まずはお電話のうえ、
写真付履歴書をお持ちください。

☎42-0187
担当/採用係

歯科衛生士歯科衛生士 募集!! 募集!!
千歳 正 歯科衛生士

勇払郡安平町早来源武275

行こう！ いいホース

0120-0120-15-114315-1143
応 募

面接日は相談の上決定します。
まずはご連絡ください！

寝ワラの交換

年2回
ミニボーナス

支給

アーモンドアイ、ディープインパクト、
ジェンティルドンナなど、

多くの名馬を輩出している競走馬牧場です。
未来の名馬たちの暮らしを支えるお仕事に、 

興味ありませんか？

仕　事▶�ⓐ馬が別棟にいる間に、敷いて�
　あるワラを取り替える作業�
ⓑエサが入っている器の洗浄�
ⓒ厩舎および厩舎周辺の掃き掃除�
※ⓐ〜ⓒを3〜4人で分担

時　間▶�6:00〜9:00
給　与▶�日給3,000円 

※月収例/月26日勤務の場合、 
　月78,000円

勤　務▶�①週6日�②週5日�※①②選択可
休　日▶�［週6日勤務］�

日曜定休、夏季・冬季休暇�
［週5日勤務］�
週休2日制（日曜、他1日）

待　遇▶�労災保険、車通勤可、交通費規定
支給、夏季・冬季ミニボーナス有、
忘年会等のイベント有、定期健康
診断、食堂利用可

勤務先▶�ノーザンファーム早来�
（勇払郡安平町早来源武275）

牧牧場場作業作業
朝 の 3 時 間 だ け ！

スタッフ募集!!スタッフ募集!!

長期長期で勤務で勤務
できる方歓迎できる方歓迎♪♪

応募 《職場見学もOK！》

Wワーク
OK！

《週5日 or 週6日 働き方選べます！》

掃き掃除

安平 パ 牧場作業

［正職員･パート］保育士
資　格▶��［正］保育士�

［パ］保育士もしくは子育て支援員研修修了者
給　与▶��［正］月給150,000円～ 

[パ](保育士免許あり）時給1,000円 
　　（資格なし）時給950円

時　間▶�［正］①8:00〜16:30�②10:30〜19:00�
［パ］8:00〜19:00の間の5h程度（応相談）

休　日▶�［正］週休2日制（年間休日120日以上）�※シフト制�
　　　※日曜、祝日、年末年始（12/30〜翌1/3)はお休みです。�
［パ］勤務日数応相談

ここのみ保育園ここのみ保育園
千歳市桂木1丁目3-20千歳市桂木1丁目3-20

企業主導型保育事業企業主導型保育事業

千歳病院千歳病院
千歳市桂木1丁目5-6千歳市桂木1丁目5-6

［正職員］介護職員（入所）
資　格▶介護福祉士
給　与▶�月給150,000円～  

※別途夜勤手当支給 
★処遇改善手当支給（年3回）

時　間▶�①7:00〜15:30�②9:00〜17:30�
③11:00〜19:30�④17:00〜翌9:30

休　日▶�シフト制（年間休日120日以上）

［正職員］看護師・准看護師
資　格▶看護師または准看護師
給　与▶�［看］月給210,000円～ 

［准］月給185,000円～ 
※別途夜勤手当支給

時　間▶�①9:00〜17:30�②17:00〜翌9:30�
③10:30〜19:00��
※①〜③のシフト制

休　日▶�シフト制による週休2日制�
（年間休日120日以上）

クリアコート千歳クリアコート千歳
千歳市桂木1丁目5-7千歳市桂木1丁目5-7

介護老人保健施設 介護老人保健施設 

医療法人 資生会 〒066-0067 千歳市桂木1丁目5-7

（千歳病院）岩渕

（クリアコート）澁谷
（保育園）小向☎27-3232☎27-3232

☎40-0700☎40-0700電話連絡の上、写真付履歴書を下記住所へ送付ください。
《受付/平日（月〜金）9:00〜17:00》

職 員 募 集

医療法人 資生会

年間休日120日以上 事業所内保育施設あり

ホームページにて、
求人情報随時更新中♪

千歳 正 パ 看護、介護、保育ざんねんなざんねんな
マネマネ

-面接編-

これでばっちり!!これでばっちり!!

アルバイト・パートの面接でも
ビジネスマナーを大切にしま
しょう。清潔感のある服装で
訪問して、入退室の際はしっ
かり挨拶を心掛けると吉。

ラフなラフな
スタイルでスタイルで
参上！参上！

友達の家に
遊びに来た
みたい…

応募者ずかん応募者ずかん

面接に臨む態度
怖いものなし

NG度

ざっくばらん度

� 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/車両の入出庫受付、簡単なPC操作有
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
勤務先▶千歳市泉沢/TAA北海道会場

170170,,000000円円
月月
給給

以上!!以上!!

千歳 契 施設警備

資　格▶�パソコンの操作ができる方、電話対応経験者、�
プログラム・ネットショップ経験者給与優遇

給　与▶�月給16万円～（試用期間3ヶ月/時給900円）
時　間▶�9:00〜18:00
休　日▶�土日祝�
待　遇▶�雇用保険、労災保険、車通勤可、交通費規定支給、社保有

楽天市場・Yahoo!ストア・Amazonなどの
ネットショップの受注業務。主に取引先と
の電話対応他、パソコン操作、eメール対応

仕 事 内 容

株式会社
アドバンス

恵庭市恵み野北3丁目1-1�
恵庭RBPセンタービルE206
http://www.ec-advance.jp

☎21-8891 【受付/10〜16時】�担当/末岡

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

正社員募集!!

短時間パート短時間パート
同時募集同時募集 時給900円

恵庭 正 受注業務
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