
2021 年 6 月 11 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
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】

仕　事▶�厨房での調理補助�他
資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶�時給865円
時　間▶�18:30〜20:30
勤　務▶�週5日（月〜木、土）
休　日▶�金曜・日曜・祝日、第5土曜、�

夏休み（お盆前後1週間）、�
年末年始(12/30〜1/3)

待　遇▶�交通費全額支給、扶養内勤務可、�
ミニボーナス有、有給休暇（入社半年後に付与）

短時間のお仕事です！!

㈱共立メンテナンス ドーミー千歳
〒066-0035�千歳市高台2丁目5-10

担当/市村☎22-5600 【受付/10〜16時】
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

千歳 パ 調理

初めての方
料理好きな方 

歓迎★

仕　事▶�手書き納品書の作成、ソフトを�
使った会計業務、電話・来客対応等

資　格▶�パソコンの基本操作ができる方、実務経験又は�
基本知識がある方

給　与▶時給900円+交通費規定支給
時　間▶�8:00〜17:00�(休憩1h)、土曜/8:00〜12:00
休　日▶�週休二日（水曜、日曜、祝日）、GW、お盆、年末年始
待　遇▶�各社保完備、車通勤可、無料駐車場有、�

正社員登用制度有

千歳市上長都1160-21

【受付/午前中】

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-29-3320
トライフード（株）

経理事務員募
集

千歳 パ 経理事務

時間・日数応相談!

資　格▶�大型免許、経験者優遇
給　与▶月250,000円～
時　間▶��8:00〜17:00　※現場により変動有
休　日▶�日、他　※現場による
待　遇▶�各社保完備、試用期間3ヶ月（短縮の場合有）
勤務先▶恵庭市近郊、他

恵庭市柏木町588-44

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-35-3006
㈱黄金建設工業

大型ダンプ
ドライバー募

集

受付/9〜17時
担当/中川

恵庭 正 ドライバー

勤務先▶�JR島松駅〜JR恵庭駅、JR新千歳空港駅
仕　事▶�駅舎内全般の清掃�

（男女・バリアフリートイレ含む）、ゴミの収集・分別、他
時　間▶�現場による�

例/JR新千歳空港駅の場合�
　�①8:50〜12:50（実働4h）�
　�②12:50〜19:50（実働6h、休憩1h）�※シフト制

給　与▶時給875円 ※試用期間3ヶ月有（同条件）
勤　務▶4週6休�※シフト制、応相談
待　遇▶�各社保完備、有給休暇、交通費規定支給、制服貸与
お電話の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。担当/安藤

北海道クリーン・システム㈱ 札幌鉄道支店 空港営業所
千歳市美々JR新千歳空港駅舎内■JR北海道グループ

☎0123-45-7160 080-2877-3015

駅舎清掃スタッフ駅舎清掃スタッフ
募集!募集!★女性活躍中! ★勤務先多数!

千歳・恵庭 パ 清掃

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、新型コロナワクチン接種申請予定。 
　院内設備の関係で男性の方は募集しておりません。

★他職種事務、サービス業からの転職歓迎いたします。

恵庭 正 医療事務･看護師

◆トマトの栽培スタッフ（通年）

パパーート･アルバイト募集!ト･アルバイト募集!

勇払郡安平町
早来富岡210-20

仕　事▶�トマトの収穫・出荷準備・管理作業
期　間▶通年
資　格▶�未経験者・経験者ともに歓迎、�

車通勤できる方（公共交通機関が少ない為）、�
土日祝日勤務可能の方

給　与▶��時給880円
時　間▶8:00〜17:00の間で実働7h（休憩1h）
休　日▶月10日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、有給休暇、�

社員割引有

【受付】平日
9:00〜17:30
担当/笠井☎0145☎0145--2626--28002800

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

お
い
し
い
ト
マ
ト
を

　一
緒
に
作
り
ま
せ
ん
か
？

安平 ア パ 農作業

セブン-イレブンジャパン向けパンの 
製造をしている会社です。 スタッフ募集!!スタッフ募集!!パン製造パン製造

◆札幌工場（恵庭市戸磯47-7）
資　格▶�未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶�9:00〜18:00、11:00〜20:00�

20:00〜翌5:00、22:00〜翌7:00
給　与▶�時給870円～+交通費規定支給 

※22:00～翌5:00深夜手当有
休　日▶週2日　※シフト制
待　遇▶�各種社会保険完備、有給休暇有、制服貸与、昇給有

（人事考課による）、車通勤可、交通費規定支給

◆恵庭工場（恵庭市恵南1番地）
資　格▶�未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶�10:00〜19:00、12:00〜21:00　�

14:00〜23:00、16:00〜翌1:00
給　与▶�時給870円～+交通費規定支給 

※22:00～翌5:00深夜手当有
休　日▶�土・日曜　※他2ヶ月に1回工場指定の休日有
待　遇▶�各種社会保険完備、有給休暇有、制服貸与、昇給有

（人事考課による）、車通勤可、交通費規定支給

土日
休み

株式会社エフビーエス〒061-1405
恵庭市戸磯47-7

〒061-1411
恵庭市恵南1番地

恵庭工場札幌工場

まずはお気軽にお電話ください。 まずはお気軽にお電話ください。
受付/9〜17時�
担当/原田・本間

受付/9〜17時�
担当/大松

札幌
工場

恵庭
工場☎31-0900 ☎34-6866

恵庭 パ パン製造

［応募］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。担当/店長 ㈱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★他の部門も募集中！希望店舗にお気軽にお問い合わせください。

水産･食肉スタッフ募集‼️水産･食肉スタッフ募集‼️2店舗
◆水産
給　与▶�［一般］時給910円
時　間▶8:30〜13:00
勤　務▶�週4日

◆水産★お寿司の製造です。
給　与▶�［一般］時給911円 

［学生］時給871円
時　間▶�①7:30〜12:30�

②13:00〜17:00

急募

◆食肉
給　与▶�［一般］時給900円
時　間▶8:30〜13:00
勤　務▶�週4日

◆食肉
給　与▶��［一般･学生］ 

時給871円
時　間▶�8:30〜13:00�

（応相談）

Web応募
はコチラ

応募 ☎23-7667
千歳市勇舞8丁目1-1

長都店

恵庭店
Web応募
はコチラ

応募 ☎33-1122
恵庭市本町210

千歳・恵庭 ア パ 水産、食肉

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

電通ワークス

応募フォームはこちらから

☎ 03-5551-8120☎ 03-5551-8120

二次元コードよりご応募ください。

郵送も可

お問合せ先 https://www.dentsu-works.co.jp

〒104-8106  
東京都中央区銀座2-16-7 恒産第3ビル 
株式会社 電通ワークス内 

「北海道工場 案内スタッフ」募集事務局宛

※読み取れない場合は下記にお電話ください。

株式
会社

給　与▶�月給19万円（ツアー手当含む） 
※ただし研修期間中はツアー手当の�
　支給無し

時　間▶�9:00〜18:00(休憩1h)
休　日▶�シフトにより週休2日、年末年始
入社日▶�7月より�※開始日応相談�

（1年以内契約、以降1年更新、最長5年）�
雇用形態：電通ワークス有期契約社員

待　遇▶�社会保険完備、交通費規定支給、�
制服貸与、有給休暇付与、残業手当、�
語学手当、車通勤OK

勤務先▶�サッポロビール北海道工場�
（恵庭市戸磯542-1）

恵庭 契 ビール工場見学案内

スタッフ募集!

パート・アルバイト
同時募集中
お気軽にお問合せください♪

工場
案内

ビール工場にてビールの原料からこだわりの 
製法まで、ビールの魅力をツアー形式でご案内｡ 
その他、ビールサーブ、受付・案内など「人と
接するお仕事」がしたい方におすすめ！研修
があるので未経験の方でも安心です!

仕　事▶�新ホールオープンにつき、広報宣伝活動
資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶時給1,000円
時　間▶��10:00〜15:00�※実働4h�※応相談
休　日▶�土日祝
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、�

子育て支援金有（小学校〜高校生まで
500円〜700円/1日)

勤務先▶�ベルコ千歳シティホール�
（千歳市北信濃871-19）

お電話もしくは写真付履歴書をご郵送ください。

☎0123-26-1163
★�休館などで繋がらない場合は、�

080-4415-2765（採用担当部署直通）
千歳市北信濃871-19
ベルコ千歳シティホール内株式会社 God-Wind

今秋 向陽台地区に 
｢家族葬ホール｣がオープン予定!!

広報広報
子育て世代を応援!

｢子育て支援金｣あり!

スタッフスタッフ
募集!募集!

（リアン平安閣）

千歳 パ 広報宣伝活動

【千歳市美々】荷物の仕分け
期　間▶�即日〜長期
資　格▶�土日勤務できる方歓迎、�

自力通勤できる方
給　与▶�時給1,000円  

※22時以降/時給1,250円
時　間▶�20:00〜24:00（実働4h程度）
勤　務▶週2日〜�★WワークOK
待　遇▶�労災保険、週払い可、車通勤可、�

無料駐車場完備、服装自由

服装自由!!服装自由!!
1,0001,000円円

★WワークもOK！ ★週2日〜OK!!

時
給

有限会社 ロジスパワー

まずはお電話ください。
写真付履歴書を持って面接にお越しください。

☎26-3570☎26-3570
080-5729-7602080-5729-7602（土日祝/千葉）

【受付/月〜金�9時〜18時】

千歳市東雲町
1丁目9-6

千歳 ア 荷物の仕分け

1日体験や
見学OK!

千歳市錦町3丁目5-4
とんかつ玉藤 千歳店 ㈱どうきゆう

仕　事▶�調理業務全般。最初はキャベツ盛り・揚がったとんかつの
カット、食パンの耳落とし、海老の殻向き等、補助から�
スタート。ゆくゆくはとんかつ揚げを1人で任せられる�
ように段階を踏んで指導します。

資　格▶�未経験者歓迎、車通勤可能な方
時　間▶�9:00〜22:00�※実働8h（シフト制）��

※残業1日1〜2h程度
給　与▶ 月200,000～300,000円 

（手当含む）＋残業代別途支給 
※月収例(残業30hの場合）/月23～35万円（残業代含む）

休　日▶�4週7休�※経験年数により優遇�
待　遇▶�各社保完備、昇給年1回（評価制度有）、交通費規定支給�

（上限1.5万円）、車通勤可、食事有、チャレンジ休暇、�
退職金制度、定期健康診断、社員割引有、試用期間6ヶ月

正社員正社員募集募集

☎011-850-4151
●電話の上、履歴書をお持ちください。《本社》田中

★新型コロナウイルス感染対策を徹底！社内でのマスク支給＆着用、お客様への体調確認やアルコール消毒等

《チャレンジ休暇制度有》
10連休+5万円支給

★転勤ナシ
★賞与年2回
★社員割引有

千歳 正 調理


