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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《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

配管を流れているのは
水や空気だけではありません。

その管には私たちの情熱と信頼が流れています。
一緒に働く仲間を待っています。

株式会社髙橋管機工業 千歳市本町２丁目6 TEL：0123-23-2419
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あけぼの公園 日の出 3丁目 10:20〜10:50
旭ヶ丘 3丁目 8-19 前 旭ヶ丘 3丁目 11:10〜11:40
桜木町内会館 桜木 1丁目 14:20〜14:50

北桜コミュニティセンター 北斗 5丁目 15:10〜15:50

蘭越生活館 新星 1丁目 10:20〜10:50
支笏湖支所・保育所 支笏湖温泉 11:20〜11:40
支笏湖小学校 支笏湖温泉 12:45〜13:30
支笏湖支所 支笏湖温泉 13:40〜14:10

支笏湖ビジターセンター 支笏湖温泉 14:15〜14:40

千歳第二小学校 清流 1丁目 10:05〜10:40
駒里保育所 駒里 945 11:10〜11:30
駒里小中学校 駒里 945 12:30〜13:10
旧こまマート 駒里 2219 13:20〜13:50
千歳科学技術大学 美々 758 14:00〜15:00

北コミュニティセンター 釜加 362-3 10:30〜10:50
長都 2号公園 長都駅前 4丁目 11:10〜11:50
ほくよう児童館 勇舞 3丁目 14:20〜15:00
長都 5号公園 北陽 3丁目 15:10〜15:50

ハスカップ公園 豊里 2丁目 10:20〜10:50
あずさ 2号公園 あずさ 3丁目 11:10〜11:40
向陽台公園駐車場 福住 1丁目 13:40〜14:10
いずみさわ児童館 柏陽 2丁目 14:20〜14:50
向陽台公共駐車場 白樺 2丁目 15:00〜15:30

ブッくんが止まるところ 住所 時間ブッくんが止まるところ 住所 時間
泉郷集会所（公民館泉郷分館） 泉郷 289-17 11:10〜11:50
中央コミュニティセンター 中央 539 12:00〜12:20

稲穂町内会館 稲穂 1丁目 14:30〜15:00
鉄東コミュニティセンター 青葉 5丁目 15:20〜15:50

カタツムリ公園 清流 5丁目 10:20〜11:00
東千歳中学校 幌加 731 12:15〜12:45
東小学校 東丘 824 12:50〜13:20
東部支所 東丘 824 13:30〜14:00

暢寿園 富丘 2丁目 10:30〜11:20
北新コミュニティセンター 新富 2丁目 13:40〜14:10
ひばりヶ丘 3号公園 北光 3丁目 14:30〜15:00

富丘コミュニティセンター 富丘 4丁目 15:10〜15:40

ゆうしんかん みどり台北 2丁目 10:20〜11:00
ちとせっこセンター 花園 4丁目 13:20〜14:10

寿町内会館 寿 1丁目 14:30〜15:00
祝梅コミュニティセンター 弥生 2丁目 15:10〜15:40

しなの公園 信濃 2丁目 10:10〜10:40
しなの児童館 富士 2丁目 10:50〜11:20
富士 1号公園 富士 4丁目 11:30〜12:00
若草町内会館 若草 3丁目 14:20〜14:50
向陽台公共駐車場 白樺 2丁目 15:00〜15:30

毎月第 1・3 週目にブッくんが来る地域 毎月第 2・4 週目にブッくんが来る地域

千歳市立図書館
千歳市真町 2196 番地の 1　　☎︎ 0123-26-2131

【指定管理者】（株）山三ふじや

◦�借りたい本と千歳市立図書館利用カードをカウンターへ
お持ちください。図書館で借りている本と合わせて 20冊
まで借りることができます。返却期限は
次の巡回日までです。
◦�利用カードを持っていない方でもその場
でカードをお作りし、本が借りられます。

8月  3日・17日
9月  7日・21日

8月  4日・18日
9月      15日

8月  5日・19日
9月      16日

8月  6日・20日
9月       17日

8月  7日・21日
9月      18日

8月　　10日・24日
9月 14日・28日

8月 11日・25日
9月   8日・22日

8月 12日・26日
9月  9日・23日

8月 13日・27日
9月 10日・24日

8月 14日
9月 11日・25日

88月・月・99月月
ブッくんブッくんがが
来来るる日日

火曜日 火曜日

水曜日 水曜日

木曜日 木曜日

金曜日
金曜日

土曜日 土曜日
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問合せ

利用方法

寿し・和食処ほうりん 千歳市幸町1丁目
ニューサンロード内

仕　事▶�①ホール等店舗内業務�
②調理補助及び洗い場

時　間▶�17:00〜21:00または22:00
給　与▶時給920円〜
勤　務▶週1〜2日
休　日▶日曜日
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、まかない付、�

試用期間有

担当/齊藤 ☎22-4711
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡
詳細は面談にて。

扶養内勤務OK
千歳 ア パ ホール、調理補助・洗い場

千歳市桜木3丁目1-1
ラブアリス千歳桜木児童通所支援センター

利用者さまの増加に伴い増員募集増員募集です！

資　格▶�教員免許、保育士、児童指導員要件を満たす方、�
無資格でも応募可

時　間▶13:00〜18:00�※他の時間も相談可
給　与▶�有資格者/時給1,000円〜 

無資格者/時給950円〜
勤　務▶週2日〜
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

制服貸与、試用期間6ヶ月有

☎0123-23-0081採用担当

まずはメールかお電話でご連絡ください。

lovealice.chitose@gmail.com

★言語聴覚士も同時募集/月22万円～

1人1人に目が届く、安心できる環境を目指しての募集です。
スタッフの働きやすさも大切にしています。

千歳 パ 児童デイサービススタッフ

＼仕事探すなら／
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(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20�第12ふじやビル4F

22:00～翌1:00

時給1,125円 もくもく働きたい
人にピッタリ！

☎22-5280 採用係

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

仕　事▶新千歳空港商業施設エリア内の共用部分清掃
時　間▶�21:00〜翌1:00　�

※実働4h
給　与▶�時給900円  

※22時〜翌1時/時給1,125円
勤　務▶月15〜20日
休　日▶シフト制
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給（月18,000円まで）、�

車通勤可

現在のスタッフは
全員男性です。

千歳 パ 清掃

日本管財サービス株式会社千歳市青葉8-3-1

担当/高倉☎24-0800
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡

沼ノ端・早来方面からの通勤も可能！

仕　事▶�施設の入退場警備�
（車両・人の入構許可証の確認及び発行手続き等）

資　格▶�車通勤出来る方、定年者の方も歓迎　�
※施設警備2級（検定11月頃）を取得して頂き�
　正社員登用となります。�
　（取得するまでは契約社員/同条件）

時　間▶�0:00〜24:00（6h勤務の4交代）
勤　務▶�シフト制（年中無休）
給　与▶�月給153,000円〜 

別途資格手当有/施設警備1級8,000円　 
　　　　　　　 施設警備2級5,000円 
※月収例/施設警備2級資格者：月170h勤務の
　　　　 場合月給161,500円 
※試用期間2ヶ月有/時給900円

待　遇▶�社保完備、雇用保険、有給休暇、交通費規定支給（一律
月6,000円）、退職金制度有（条件有）、制服貸与

勤務先▶�新千歳空港貨物ターミナル

施設警備をやってみませんか！施設警備をやってみませんか！
国家資格取得国家資格取得をサポートいたします！をサポートいたします！

千歳 正 空港警備

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

勤務日は相談の上決定。週休2日制も相談可！

タクシー 
ドライバー募集!!

4勤1休だからしっかり稼げる!

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）

千歳 嘱 タクシー乗務員

一般労働者派遣事業（派01-300285）
千歳市東雲町
1丁目9-6㈱マグナクルー

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

◆野菜の選別（恵庭市島松）
期　間▶即日〜10月末
給　与▶時給950円
時　間▶�9:00〜17:00�※現場により変動
休　日▶シフト制
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可（無料駐

車場有）、残業手当有

★随時面接致します
【月〜金曜】9〜18時0120-357-337

080-5729-7602�（土・日曜、祝日）

大歓迎!!大歓迎!!

スタッフ募集!スタッフ募集!

時給950円!

未経験未経験 シニアシニア
の方の方

主婦（夫）主婦（夫）
さんさん

恵庭 派 野菜の選別

札幌市東区北12条東4丁目1-15 ガーデンコアN12 1階
株式会社 ベネフィット

まずはお気軽にお電話ください。�
面接は恵庭市内で行います。写真付履歴書をお持ちください。�

☎011-598-8990受付/9〜17時
担当/大森�

物流センター （恵庭市北柏木町5丁目）
時　間▶8:30〜11:30�
勤　務▶�週2日〜　�

※土日休み�※応相談�
ホームセンター （恵庭市恵み野里美2丁目）
時　間▶8:00〜12:00
勤　務▶週3〜4日�※土日勤務の場合有�※応相談�
《共通項目》
仕　事▶�店舗及び、物流センター内の日常清掃�

（男女トイレ清掃有）
資　格▶�未経験者歓迎、65歳以上の方も歓迎
給　与▶  時給870円 
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、有給休暇、�

試用期間3ヶ月�

恵庭 パ 清掃

急募!!急募!!

1日3〜4時間 
週2日〜OK!

シニアの方シニアの方
も大歓迎!も大歓迎!
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