
2021 年 5 月 7 日（金） ちゃんと7

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

土地・建物
・不動産売買
土地・建物
・不動産売買
オフィス上森㈱
■北海道宅地建物取扱業協会会員　■宅地建物取扱業 北海道知事免許 石狩（2）第7902号

恵庭市
黄金北4丁目6-1

TEL（0123）33-6908

のことならのことなら

検索オフィス上森

仕　事▶工場内での練り製品の製造、梱包、箱詰め、検品等
期　間▶�2ヶ月更新�※基本継続
給　与▶�時給950円
時　間▶��①9:00～18:00�※休憩1h�

②18:00～22:00�※休憩なし
休　日▶�水・日曜
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、車通勤可(駐車場無料)
勤務先▶�恵庭市戸磯

㈱アシストワン札幌オフィス
札幌市中央区北4条西2丁目1-1 カメイ札幌駅前ビル9F
一般労働者派遣業（般）01-300279　有料職業紹介事業01-ユ-300184

【受付/月～金�9～18時】☎011-200-8700

まずはお気軽にお電話ください。  札幌・恵庭・千歳で面接可!
http://assistone-group.com

食品工場の箱詰め・検品スタッフ募集!
★10〜50代の方、主婦(夫)歓迎！
★未経験者も大歓迎♪

週払い
OK

恵庭 派 箱詰め・検品

仕　事▶�臨床検査薬製造工場での�
箱詰･梱包･製造補助等の軽作業

資　格▶未経験者歓迎
時　間▶�①9:00～18:00�

②9:00～17:00�※扶養内勤務も可
給　与▶①月140,200円 ②時給880円
休　日▶土日祝、他会社指定日、GW、お盆、年末年始
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、制服貸与、車通勤可

土日祝はお休み！ 
扶養内勤務もOK!!

㈱セロテック 千歳工場
〒066-0051 千歳市泉沢1007番地67

担当/高橋・伊東☎28-2121受付/9～17時
電話連絡の上、写真付履歴書を郵送ください。

今いるスタッフも未経験
からスタートしました！
丁寧指導で安心♬

serotec

★5/10〜受付けます。

千歳 パ 工場内作業員

恵庭市恵み野西2丁目2-16 恵み野ビル1F

☎37-6766 (受付時間14:00〜24:00)

仕　事▶ホール兼洗い場業務
資　格▶18歳以上、経験者優遇、高校生不可
給　与▶�時給950円 ※22時以降/時給1,190円 

(試用期間3ヶ月/時給870円) ※完全日払い制
時　間▶18:00～23:00（応相談）
勤　務▶金･土を含む週2～4日程度
応　募▶�電話連絡の上､写真付履歴書を�

お持ちください。

長期勤務可能な方歓迎!!長期勤務可能な方歓迎!!

時給
950円

恵庭 ア パ ホール兼洗い場

勇払郡安平町早来富岡72

まずはお気軽にお電話ください。
面接時に写真付履歴書をお持ちください。

☎0145-22-3963
田口トレーニングファーム

仕　事▶�競走馬の騎乗調教、馬の手入れ、�
馬房清掃、給餌等

資　格▶�競走馬の調教経験がある方、�
調教に携わっていた方、要普通免許

給　与▶�月給260,000円～
時　間▶�5:30～17:00(実働8h)
休　日▶�週1日、シフト制　※月1回連休も有
待　遇▶�各社保完備、昇給年1回、賞与年2回、�

社宅完備(独身者用・妻帯者用有)�

競走馬の調教スタッフ募集

受付/
9:00～17：00

安平 正 競走馬調教

★牧場作業員（アルバイト）も同時募集/時給1,000円～

アルバイトアルバイト
も可も可

まずは電話連絡を！履歴書（写真付）は「カリンバこどもクリニック
応募」とご記入の上、下記送付先へご郵送ください。担当/星

090-6699-1334

恵庭市黄金南5-3-8

〒003-0021 札幌市白石区栄通20丁目7-7
　　　　　　　株式会社くるみクリエイティブ送付先

《共通項目》
時　間▶��月・火・木・金/8:30～18:00�

水・土/8:30～13:00�
（水・土/月2回程度カンファレンス等の日は
14:00まで）

休　日▶�日祝他、夏季休暇、年末年始
待　遇▶�厚生年金健保加入、車通勤可、有給休暇、�

業績・評価に応じ賞与・昇給有

★医療事務（パート）も同時募集! （時給950円〜）

未経験の方もご応募ください!
仕　事▶�受付会計診療報酬請求、診療補助、�

院内環境整備（電子カルテ使用）
給　与▶ 月給175,000～225,000円  

★別途交通費規定支給

◆医療事務（正職員）

仕　事▶�処置、診察介助、電子カルテ入力、院内環境整備
給　与▶ 月給202,000～250,000円

◆看護師（正･准/正職員）

※医療事務を含め採用決定後、
　医療従事者として新型コロナワクチンの接種申請予定。

恵庭 正 医療事務･看護師

〒062-0051��札幌市豊平区月寒東1条17丁目5-48�有田不動産ビル2F

株式会社 どうきゆう

仕　事▶簡単な盛付や洗い物など
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給861円
時　間▶9:00～14:00　　
休　日▶土･日曜
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、雇用

保険、労災保険
勤務先▶�ユニマイクロンジャパン㈱�社員食堂�

（恵庭市戸磯573-19）

家事家事のの延長感覚延長感覚でで
大丈夫です大丈夫です!!

☎0123-34-5017
担当/前田　受付時間/10:00～14:00
【ユニマイクロンジャパン㈱�社員食堂】

まずはお気軽にお電話ください。

未経験者歓迎!!未経験者歓迎!!

恵庭 ア パ 調理補助

清掃/ラ･デュース恵み野パート

給　与▶�時給870円
時　間▶�8:00～14:00の間で実働2.5～5.5h
休　日▶シフト制�※勤務日要相談

給　与▶時給920円　　　　　　時　間▶�18:00～22:00
勤　務▶週3日～OK�※シフト制　　休　日▶�日曜、祝日、他

清掃/我汝会えにわ病院パート

株式会社道央環境センター株式会社道央環境センター 恵庭市本町恵庭市本町
27番地27番地

☎0123-34-0740応 募

待　遇▶�社保完備（勤務時間による）、賞与年2回、制服
貸与、交通費規定支給、車通勤可、有給休暇有

共通�
項目

厨房（調理補助）/我汝会えにわ病院
★フルタイム・扶養範囲内選択可

フルタイム
パート

給　与▶�時給900円
時　間▶�5:00～19:30の間で実働4～8h　
勤　務▶シフト制�※応相談

フルタイム
パート 清掃・厨房清掃・厨房スタッフ募集!スタッフ募集!

給　与▶�時給870円
時　間▶�①8:00～12:00�②13:00～17:00�

※①②シフト制（実働4hもしくは8h）
休　日▶�日曜、祝日、他

清掃/恵庭南病院 ★扶養範囲内パート

恵庭 パ 清掃、厨房（調理補助）

グループホーム グループホーム 北のくにから北のくにから
〒061-1353　恵庭市島松本町4丁目8-25

㈲セカンドライフ

☎0123-37-2985まずはお電話ください。
担当/小野瀬

◆介護スタッフ
仕　事▶�入居者様の生活のお手伝い
資　格▶�不問、未経験の方大歓迎、�

土日勤務出来る方尚歓迎
給　与▶�時給890円 ※試用期間/時給865円
時　間▶�①7:00～16:00　②8:30～17:30　�

③10:30～19:30　�
※①～③選択可（シフト制）�
※全てのシフトに入れる方尚可

勤　務▶�週2～5日�※日数応相談
待　遇▶�各社保完備、資格手当（試用期間後）、�

交通費（月25,000円迄）実費支給、車通勤可、�
処遇改善手当年3回別途支給、正職員登用制度有

夜勤ナシで
働きやすい

2020代代〜〜6060代代
みんな大活躍中!みんな大活躍中!

働き方働き方について、について、
遠慮なくご相談ください！遠慮なくご相談ください！

笑顔があふれる♪

恵庭 ア パ 介護

千歳市駒里2246-30

まずはお気軽に
お電話ください。 受付/8〜18時　担当/天神　（宮崎県本社直通）

☎0986-47-1825
共通
項目

時　間▶8:00～17:00（実働7.5h）
休　日▶日祝、土曜日は隔週
勤務先▶千歳市駒里2246-30
待　遇▶�各社保険完備、賞与年3回、�

交通費規定支給、車通勤可

天神製作所 北海道工場

正
社
員

3職種
募集!!

未経験者は簡単な作業からスタート
徐々にステップアップしていきます!!徐々にステップアップしていきます!!

給　与▶�日給7,000～10,000円 
試用期間/日給7,000円

資　格▶未経験歓迎、経験者優遇、要免許

機械溶接・組立［機械の組立、溶接］

給　与▶�日給7,500～12,000円 
試用期間/日給7,500円

資　格▶経験者優遇、要免許

電気配線機械メンテ［機械の組立、電気配線］

給　与▶�日給8,000～15,000円 
試用期間/日給8,000円

資　格▶経験者優遇、要免許

機械設計［機械設計の施工管理］

株式
会社

新千歳空港から車で10分程度

千歳 正 機械製造、組立

仕　事▶�恵庭市で自家用車により、水道メーター検針作業�
※簡単な携帯端末操作有

資　格▶�未経験者歓迎、要免許、自家用車持込可能な方、�
長期可能な方

給　与▶�完全歩合制 
※月1,000件の場合/ 
　月収39,000～42,000円（担当地域や季節により変動）

時　間▶��8:30～17:00
勤　務▶�毎月19～25日の間�

※持ち件数次第では、3日程度で終了可能な場合が�
　あります。

待　遇▶�損害保険、制服貸与

恵庭市京町85-2恵庭市第2庁舎�水道お客様センター

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-33-3166
ヴェオリア・ジェネッツ株式会社

受付/織戸（オリド）　担当/9～17時

水道メーター 水道メーター 
検針員募集!!検針員募集!!

★★WワークOK!WワークOK!
★★主婦（夫）の方活躍中!主婦（夫）の方活躍中!
★★恵庭市内のみ恵庭市内のみ

恵庭 委 水道検針員

恵庭市から水道メーター検針
業務を受託している民間の
会社です。

時　間▶6:30～21:00（シフト制）�※実働7.75h
時　給▶ 月164,500～187,000円
休　日▶�年間96日

時　間▶6:00～21:00（シフト制）�※実働7.75h
時　給▶ 時給880～900円
休　日▶4週6休

東武緑地株式会社 ユンニの湯 ★千歳・江別・北広島駅より車で30分

お気軽にお電話ください。 ☎0123-83-3800☎0123-83-3800★お電話の際は0123をお忘れなく 【担当/宮本】

レストランホールスタッフ

関連施設優待制度あります！

夕張郡由仁町伏見122番地

レストラン及び宴会場での接客業務全般等のお仕事
契約社員

厨房内における簡単な調理補助・食器洗浄等のお仕事
調理補助パート 資　格▶車通勤できる方

待　遇▶�社会保険、通勤手当、制服貸与、�
関連施設優待制度

共通項目

その他 契 ホールパ 調理

仕　事▶�決まったお客様への定期訪問、�
商品PR等の営業活動

資　格▶�Excel・Wordの基本操作ができる方、�
要普免（AT限定可）、未経験者歓迎

給　与▶�月210,000円～ ※経験者優遇  
※試用期間3ヶ月/日給8,000円～

時　間▶�8:30～18:00(休憩90分)�
※月平均5h程度の残業有

休　日▶�完全週休2日制（日・祝、他1日会社が定め
る日)、年末年始、お盆、GW�
※年間休日115日(令和2年度実績)

待　遇▶�社保完備、交通費規定支給(5,000～
15,000円迄）、車通勤可、無料駐車場有、
昇給年1回、賞与年2回、決算手当有、�
燃料手当（年1回）、食事補助有、有給休暇

お電話の上、写真付き履歴書をお持ちください。

千歳市朝日町5丁目28-2☎0123-40-1070 株式会社ナカヤマ 千歳営業所
担当/西川

正社員募集正社員募集 ////
年間休日年間休日
115115日!!日!!
残業も少なめ！残業も少なめ！

●包装・衛生資材の総合商社

完
全
週
休

完
全
週
休
22
日
制
！

日
制
！

安定した環境で
働きませんか？

自
分
の
時
間
を
大
切
に
！

自
分
の
時
間
を
大
切
に
！

千歳 正 営業

まずは、
お電話にて
お気軽にお問い
合せください。

0120-910-5730120-910-573
■一般労働者派遣事業（派01-230034）

(株)アネックス 千歳営業所
総合人材サービス

〒066-0038　千歳市信濃3丁目5-18［HP］ http://www2.plala.or.jp/annex/
WEBから応募OK出張面接致します

倉庫内作業倉庫内作業
スタッフ募集!スタッフ募集!

期　間▶即日～長期
仕　事▶�食品（ドライ品・飲料品）の入出庫作業、�

ピッキング・仕分け作業
資　格▶�フォークリフト免許保持者��

※免許のない方も応募可
給　与▶時給1,100円
時　間▶�8:00～20:00の間で実働8h
休　日▶週休2日�※シフト制
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

有給休暇
勤務先▶恵庭、千歳�※勤務地選択可

千歳・恵庭 派 倉庫内作業

★5月中に面接された方全員に、クオカード500円分プレゼント！

★★すぐに働きたい方歓迎!すぐに働きたい方歓迎!
★★長期で安定して働けます!長期で安定して働けます!
★★短期希望の方も歓迎!短期希望の方も歓迎!

恵庭市西島松418-3◆エルシーメロン・あじうり・カボチャの開発元

☎36-8630

仕　事▶カボチャの交配作業等
資　格▶未経験者歓迎
期　間▶6月下旬～8月上旬頃
給　与▶時給900円
時　間▶�8:30～12:00　
勤　務▶週5～6日
休　日▶�シフト制�

※予めお休み希望を�
　伺います。

待　遇▶�通勤補助有、駐車場有

(有)萩澤育種研究場
担当/採用担当

お気軽にお電話ください。

1ヶ月程度の

簡単で人気のお仕事です!応募はお早めに♪

募
集短期アルバイト

恵庭 ア カボチャの交配

お休み希望お休み希望
ほぼ100％!ほぼ100％!
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