
2021年6月4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▶�電話・来客対応、�
請求書発行、入力作業等の一般事務

資　格▶�簡単なPC操作可能な方
給　与▶時給1,000円
時　間▶��9:00～17:00の間で4h～8h�※応相談
勤　務▶�土日を含む週5日�※応相談
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給

恵庭市柏陽町
3丁目2-3

まずはお気軽にお電話ください。

090-3018-9915
ホンダ恵庭販売㈱

事務員募集!事務員募集!
勤務時間•日数相談に応じます♪

受付/9～18時
担当/川口

恵庭 パ 事務

期間応相談

サンライフレンタカー(株)
千歳市柏台1463

仕　事▶�キャンピングカー専門レンタカー会社での
洗車作業、他

期　間▶�7・8・9月
給　与▶�時給1,000円
時　間▶�10:00～17:00�※実働6h
勤　務▶�週2～3日�※シフト制
待　遇▶�交通費規定支給

☎0123-25-6789
まずはお気軽にお電話ください。

洗車洗車アルバイト
募集♪ 7・8・9月の3ヶ月

千歳 ア 洗車

上川郡鷹栖町
8線6号6番地 ㈱道北野菜栽培所

仕　事▶�カイワレ大根の栽培、パック詰め、清掃作業、他
資　格▶�学歴、経験、資格、年齢不問
時　間▶�8:30～15:00の間で実働4h～�※応相談
勤　務▶�シフト制（日数応相談、日曜定休）
給　与▶�時給861円
待　遇▶�雇用保険、労災保険、社会保険、交通費規定支給
勤務先▶�㈱道北野菜栽培所�恵庭工場（恵庭市南島松207）�
まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

受付/9:00～16:00　担当/新堀
090-1388-5177

屋内屋内での

お仕事お仕事です!!

恵庭 パ 軽作業、清掃

《共通項目》
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、雇用保険は週20h以上で加入

応募

◆道の駅花ロードえにわ（恵庭市南島松）
期　間▶6月上旬～
給　与▶時給870～950円
時　間▶7:00～10:00、14:00～17:00（実働3h）�
勤　務▶週3～6日（応相談）
◆フレスポ恵み野（恵庭市恵み野里美）
給　与▶時給870円
時　間▶8:00～12:30（実働4h）�
勤　務▶週3日～（応相談）

千歳市美々新千歳空港内�ターミナル�アネックスビル1階
東京美装北海道㈱千歳支店
☎0123-24-☎0123-24-37713771平日

� 入社後すぐに使える� 入社後すぐに使える
特別有休制度特別有休制度あり!!あり!!清掃清掃スタッスタッフフ

パート

恵庭 パ 清掃

千歳市信濃1丁目8番14号
千歳北交ハイヤー㈱

タクシードライバータクシードライバー

増員募集中増員募集中

北交ハイヤー
道内最大のネットワーク
☎23-4145応募 ［担当］渡辺・松口

資　格▶�要普免（運転経験3年以上）�★AT限定可
時　間▶�［朝］①5:00～14:30�②7:30～17:00�

［夕・夜］①17:00～翌2:30�②20:00～翌5:30�
※［朝］［夕・夜］選択制�※いずれも実働6.5h、休憩3h�
※昼勤、夜勤、隔日勤（応相談）

勤　務▶�4出勤後→公休→4勤務→公休→3勤務→公休の繰り返し
給　与▶�歩合制�

例：�正社員/月182,962円（昼勤、25日出勤の場合）�
嘱託/月172,200円（昼勤、25日出勤の場合）

待　遇▶�各社保完備、制服貸与、燃料手当、無事故手当、�
有給休暇、慶弔休暇、育児・介護休暇

千歳 正 嘱 タクシードライバー

免許取得免許取得
まではまでは

1日5,0001日5,000円円
支給支給

入社入社
支度金制度支度金制度
10〜3010〜30万円万円
利用可利用可

賃金賃金
保証制度保証制度
6ヶ月間6ヶ月間

月月2525万円支給万円支給

◆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▶�即日～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
★週1日しか働けない方も曜日に 
　よっては、ご相談受けます。

◆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▶即日～11月
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

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

共通
項目

千歳 パ 生産加工、農作業

社会福祉士、介護支援専門員、保健師
仕　事▶�地域包括支援センターにおける高齢者の在宅�

介護に関する相談業務、ケアプランの作成業務等
資　格▶�介護支援専門員、社会福祉士、保健師のいずれか、�

普通自動車免許（AT限定可、運転経験のある方）、�
年齢不問（定年65歳）

給　与▶�月181,300円～
時　間▶8:45～17:15（休憩45分）
勤　務▶月～土のうち週5日
待　遇▶�期末手当（年2回）、昇給有、扶養手当、通勤手当、�

住宅手当、寒冷地手当、退職金手当、各種休暇制度
有、各社保完備

勤務先▶�向陽台支所（千歳市若草4丁目13-1）または�
新富ほっとす（千歳市新富1丁目3-5）

詳しくは本会HP「千歳市社協」で検索、
またはお電話ください。

☎42-3133
千歳市新富1-3-5社会福祉法人

千歳市社会福祉協議会 ほっとす

［受付］月～土/8:45～17:15
［担当］介護総務係/岡田

募集!正職員正職員
千歳 正 地域包括支援センター職員

北広島市
希望ヶ丘
1丁目2-3

総合物流企業㈱道南エース

❶店舗への家具や日用品の配送
給　与▶�2t/月24万円～��

4t/月26万円～�
�大型/月29万円～

休　日▶�日曜、他シフト制�

❷ドライバー/�店舗へのトイレットペーパー・
ティッシュ等日用品の配送

　助手/�荷物の積込み、積み下ろし等の�
ドライバーの助手

給　与▶�2t/月22万円～��
2t助手/月20万円～

休　日▶�完全週休2日制�
（シフト制、希望休OK）

資　格▶�未経験者歓迎、高卒以上、大型免許
（①のみ）、中型免許、増トン/中型・
大型・中型限定解除のいずれか

時　間▶�7:30～16:30（残業有）��
※当社運行規定により多少変動有

待　遇▶�社保完備、車通勤可、�
制服貸与、資格取得制度、他

勤務先▶�北広島市内、近郊

共
通
項
目

お気軽にお電話ください！

☎011-377-7288
080-4079-5991担当/松岡※土日祝も受付中女性も活躍中!

完全週休2日制

未経験者
大歓迎！

長期長期
安定安定

★�恵庭方面より車で10〜15分。�
通勤圏内です。

有給休暇を取得しやすい環境!�希望休もOK!

安定した仕事安定した仕事
コロナ禍でも影響を受けにくいコロナ禍でも影響を受けにくい
トラックドライバー・助手トラックドライバー・助手

北広島 正 トラックドライバー、助手

無事故
無違反報奨制度有

週1〜4日で選べるお仕事です!火〜金の中から
ヤクルトスタッフは

千歳・恵庭 委 ヤクルト製品のお届け、販売、集金業務

札幌ヤクルト販売株式会社
〒060-0042
札幌市中央区大通西6丁目10-10
大通公園ビル

人も地球も健康に

お仕事説明会実施！

（受付/平日9:30～15:00） Web応募▶
0120-01-8960

まずは、お気軽にお問合せください。

仕　事▶�自家用車で契約先へのヤクルト�
製品のお届け・販売・集金業務

勤務先▶�千歳・恵庭市街地�
給　与▶�月60,000～80,000円�

（週4日勤務の場合）
時　間▶�9:00～14:00（地区により変動有）�
休　日▶�土曜・日曜・月曜・祝日、GW・お盆・年末年始
待　遇▶�保育料助成制度、ガソリン代支給（規定有）、�

保険制度等

6/14（月）①10:30〜11:00
②13:00〜13:30

家庭・育児に合わせたお仕事のご案内をさせて頂きます♪

会場/ヤクルトえにわ黄金センター（恵庭市黄金南1丁目26-10）

給　与▶�①②時給1,000円～　③時給1,050円
時　間▶�①13:30～18:00�②18:00～22:00�

③15:00～24:00
休　日▶��水曜、日曜�※週休2日

恵
庭
市

食品の①②箱詰め・検品③製造
朝はゆっくり朝はゆっくり
午後から勤務午後から勤務1,000円〜1,000円〜

時給

給　与▶時給1,000円～
時　間▶8:30～17:30�※実働7.5h
休　日▶日曜�※シフト制

千
歳
市

野菜の選別
公共交通機関でも通える公共交通機関でも通える1,000円〜1,000円〜

時給時給

給　与▶時給1,000円～
時　間▶��8:30～17:20
休　日▶�シフト制

千
歳
市

ケースに卵のパック詰め

簡単もくもく作業簡単もくもく作業1,000円〜1,000円〜
時給

資　格▶要リフト免許
給　与▶時給1,250～1,563円
時　間▶�①7:30～16:30�②21:00～翌6:00��

③12:00～21:00
休　日▶�土･日曜�※大型連休有

千
歳
市

カウンターリフト、飲料の出荷

土日休みで高時給土日休みで高時給1,250円〜1,250円〜
時給

まずはお電話ください！

待　遇▶�各社保完備、制服貸
与、退職金有、交通費
実費支給（上限有）、
週払いOK（規定有）

0120-116-377

苫小牧市旭町3丁目7-6グランドール旭町1F

労働者派遣事業 （派）01-301336
有料職業紹介事業 01-ユ-300541

㈱ホットスタッフ苫小牧

《共通項目》�

★�3日払い・週払いOK！
★�即シフト入り・即勤務もOK！
※規定有

オススメ
今週の
ホットスタッフ苫小牧

55 案
件

その他お仕事多数！ 登録のみも大歓迎♪
給　与▶時給1,000円～
時　間▶8:20～17:20�※実働8h
休　日▶�土･日曜�※大型連休有

住宅の窓の組み立て

カンタン軽作業カンタン軽作業1,000円〜1,000円〜
時給恵

庭
市

千歳・恵庭 派 包装、箱詰め、検品、選別、組み立て、リフト作業

千歳 派 ①印刷機械のマシンOP②電子部品の製造･付帯作業③電子部品の製造

◆正社員
仕　事▶�入居者認知症高齢者の生活介護全般
給　与▶�月給198,693～209,230円�

※経験・年齢・資格による��
※賞与、夜勤手当1回5,000円（月5回）、処遇改善手当を含む

時　間▶�［日勤］8:30～17:30��［早出］6:30～15:30�
［夜勤］15:30～翌9:30�※利用者状況により遅番有

勤　務▶�4週8休�★年3日特別休暇有
◆夜勤専任パート
安心出来るよう、2週間はペアーで入居者のお世話をご指導致します。
仕　事▶�入居高齢者の見守り、生活支援、夕食、朝食提供
給　与▶�1勤務19,174～19,798円
時　間▶�15:30～翌9:30
勤　務▶�週1～2回�※回数、時間応相談

3名
募集

待　遇▶�昇給有、賞与有、交通費規定支給、車通勤可
資　格▶�未経験歓迎・無資格もOK�

★えみな介護職員養成講座で初任者研修受講可�
��（約半額の還付金制度有）

勤務先▶�グループホームえみな�ゆうまいの家�
（千歳市勇舞7丁目10-12）、�
小規模多機能ホーム�エルムの家�
（千歳市長都駅前5丁目1-10）、�
小規模多機能ホーム�ままちの家�
（千歳市真々地1丁目2-15-2）

共
通
項
目

★�未経験者多数勤務しています！

千歳市勇舞1丁目2-2

まずはお気軽にお電話ください。担当/糸田

㈱えみな
☎23-2262（えみな�うらら家

か

）

介護職員募集中!!
株式会社えみなは株式会社えみなは「心に寄り添う介護」「心に寄り添う介護」の提供を目指しています。の提供を目指しています。

★勤務開始日応相談

※�夜勤明けの次回勤務は47〜71h後となります。

★�えみな介護職員養成講座で初任者研修受講できます♬

080-7656-6610

年末年始年末年始
手当支給手当支給

Wワーク
OK

千歳 正 パ 介護職員

事務員募集事務員募集
和やかな雰囲気で

アットホームな職場です♪

子育てや家事の合間にお仕事しませんか？子育てや家事の合間にお仕事しませんか？

★扶養内勤務です。★事務職経験者優遇

千歳市流通1丁目3-6

カンセイ電気設備メンテナンス（株）

仕　事▶�請求書発行、伝票整理、PC入力作業�
などの一般事務、電話・来客対応、他

資　格▶�経験者優遇、扶養内OK、簡単なPC�
操作が可能な方

給　与▶�時給1,000円（交通費含む）
時　間▶10:00～15:00の間で応相談
勤　務▶週2日～�※応相談
待　遇▶�車通勤可、制服貸与

まずはお気軽にお電話ください。

☎23-1712 担当/佐藤
受付/9～17時

千歳 パ 事務
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