
2021 年 7 月 30 日（金） ちゃんと9

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

ハウスドゥ！恵庭駅前店
家・不動産 買取専門店

株式会社
北央商事 ■営業時間／9:00～18:00 

■定休日／土・日・祝日

0120-972-605
恵庭市緑町2丁目3-4 

勤務先▶長沼町
期　間▶8月15日頃〜9月末頃
仕　事▶�主に長沼農協にてトウモロコシの選別
資　格▶�要普通自動車運転免許（通勤用）
給　与▶時給1,000円
時　間▶��8:30〜17:00（実働7.5h、休憩1h）�
休　日▶�週1日�★柔軟に対応します。ご相談ください。
待　遇▶�交通費規定支給

千歳市旭ヶ丘1丁目8-19

まずはお気軽にお電話ください。

090-7648-0534
総合お手伝いサービス

［担当］
神馬

短期
時給時給11,,000000円円

8月15日頃〜9月末頃
その他 ア トウモロコシの選別

◆保育士《パート》
資　格▶�保育士免許、土日祝及び、遅番勤務可能な方
給　与▶時給1,200円～
時　間▶��8:00〜21:00の間で5〜8h�※シフト制�※応相談
勤　務▶�週2〜3日�※応相談

保保育育士士　　事事務務員員
Wワーク
OK

扶養内勤務
OK

＆

◆事務員《パート》
資　格▶�基本的なPC操作が出来る方(Excel・Word等)、

ブランクのある方・未経験者可
給　与▶時給900円～
時　間▶��8:00〜21:00の間で4〜5h程度�※応相談
勤　務▶週2〜3日�※応相談
《共通項目》
待　遇▶�各社保完備(条件による)、交通費規定支給(月

1.5万円迄)、車通勤可、昇給有(毎年4月)、�
扶養内勤務可、WワークOK��
☆残業・持ち帰り業務はありません。

千歳市柏台南1丁目2-1�千歳アウトレットモール･レラ内�区画1260

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-29-6650
ぷらす保育園 ちとせRera園企業主導型

認定保育園

《受付》
8:00〜17:00

千歳 パ 保育士、事務員

★完全週休二日制!（土日祝休み）
★異業種からの転職OK! ★お試し体験もできます!

仕　事▶�マット、モップ、ユニフォーム等のレンタル商品の�
お届け・交換、営業で商品提案をしていただきます
（飲食店や食品工場、医療現場、オフィス、ホテル等
/1日20〜30件)

資　格▶�要普通自動車免許（AT限定可）、未経験者歓迎、
35歳まで（若年層のキャリア形成を図るため）

時　間▶9:00〜17:30
給　与▶月給181,480～206,480円
休　日▶�完全週休二日制（土日祝)、夏季・冬季休暇　�

※年間休日120日程度
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、制服貸与、昇給年�

1回、賞与年2回、退職金制度有、他、各種手当有

千歳市北信濃776-11�※㈱白生舎様敷地内に事務所があります。
㈱サニクリーン北海道 千歳営業所

☎0123-24-3200担当/猿田

応募まずはお気軽にお電話ください。
面接の際には、写真付き履歴書をお持ちください。

千歳 正 レンタル商品の交換・営業

交換・営業 
スタッフ募集!

各種手当
充実!

家族・住宅・燃料手当、販売・乗務・�
精勤手当、営業キャンペーン賞金制度

仕　事▶�ⓐサポートスタッフ�
ⓑコーチ候補

資　格▶�パソコンの基本的な操作ができる方
給　与▶�コマ給1,470～1,800円 ※昇給有
時　間▶�①15:50〜17:40　�

②17:40〜19:10�
③19:10〜20:40

休　日▶�土日、年末年始��
※その他教室カレンダーによる

勤　務▶週2日〜�※1日1コマからOK！
待　遇▶�研修有、交通費一部支給、子連れ�

出勤可、服装自由、WワークOK

恵庭市栄恵町98 問い合わせ▶ TEL�090-6695-6748Do! Kids Lab

子連れ出勤可！
経験一切不要！

ご応募＆詳細はこちら！
Web採用ページを 
必ずお読みください！大歓迎!

★ PC作業に 
抵抗がない方

★子供が好き!

プログラミング
教室のサポートスタッフ/コーチ候補募

集

のんびり夫婦ふたりで切り盛りしている、
ゆる〜く楽しい子どもプログラミング教室
です。キラキラ頑張る小さな背中を、「自信」と
いう側面から一緒に楽しく応援しませんか？
子ども、スタッフ、そのご家族…
関わる全員が幸せになれるような職場を
目指しています！
ちなみに夫婦ともに釣りが好きです♪

曜日、コマは
原則固定

です。

恵庭 パ サポート業務、コーチ候補

◆4tトラック運転手
仕　事▶�4t箱車にて雑貨、住宅建材商品、サッシ、段ボール

等を千歳市内及び道内に配送する業務
資　格▶中型自動車免許、経験者優遇
給　与▶月230,000～280,000円
時　間▶�8:00〜16:20（休憩1h）�

※業務内容により異なります。
休　日▶�日祝他（月6〜9日）、GW、お盆、年末年始
待　遇▶�各社保完備、賞与年2回、制服貸与、交通費規定支

給、車通勤可、退職金制度有、試用期間3ヶ月�

増員募集!!増員募集!!
★�経験者は経験により★�経験者は経験により
優遇!!優遇!!

★�未経験で異業種から★�未経験で異業種から
転職する方も歓迎!!転職する方も歓迎!!

4tトラック運転手

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。
★面接は千歳営業所にて行います。

☎0123-28-2013 担当/採用係

千歳市泉沢
1007-158北宝運輸㈱千歳営業所

千歳 正 4tトラック運転手

トヨタレンタ専属人材採用会社
(有)アトムプロジェクト
〒062-0041�札幌市豊平区福住1条1丁目10-1

採用係☎011-836-9095

まずはお電話ください。webからの応募も可能です。
※勤務先にて面談致します。履歴書は不要です。

仕　事▶�レンタカーの車内清掃
期　間▶�8/1〜9/10（短期も可）
資　格▶�要普免（AT限定可）
時　間▶�21:00〜24:00
給　与▶�時給1,400円 
休　日▶�希望日�★急なお休みもOK
待　遇▶�車通勤可、交通費規定支給、ウォーターサーバー設置
勤務先▶�千歳市美々758-137�トヨタレンタカー内洗車棟

アトムプロジェクト　バイト 検�索

時給時給1,4001,400円円
勤務日・時間は勤務日・時間は
自己申告!!自己申告!!

夏休みのみ夏休みのみ
OK!!OK!!
見学歓迎見学歓迎
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業
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し
♪
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な
し
♪

千歳 ア レンタカーの車内清掃

お店を盛り上げてくれる新しい仲間を大募集!

みんな大歓迎!

仕　事▶�ハンバーガー類の製造・販売等�
12月からは新店舗（千歳市新富3丁目）で�
働いていただきます。

資　格▶�高校生以上〜�
給　与▶�時給900円 ※22時以降/時給1,125円～ 

★土日は時給100円UP!!
時　間▶�6:00〜25:00の間で1日4h〜�

※勤務時間は面接時に相談OK
勤　務▶�週2〜3日程度�

※家事や学業との両立ができます。
待　遇▶�各社保完備、昇給有、車通勤可、従業員食事�

補助有、前給制度有（規定有）、社員登用有

☎0123-40-8781応
募

［担当］
採用担当係

マクドナルド 36号千歳店 千歳市錦町3丁目10-1

学生さん ●学業との両立
●テスト休み

フリーター ●たくさん働きたい
●WワークOK

主婦（夫）

カフェ業務
経験者･未経験者
ともに歓迎♪

●子育て中の方など
　急なお休みにも対応

グランドオープン!につき（12月予定）

スタッフ増員募集!!スタッフ増員募集!!
マクドナルド

千歳 ア パ 店内業務全般

◆フロントスタッフ
仕　事▶�フロント業務、予約受付、他一般業務
資　格▶�未経験者歓迎
時　間▶�17:00〜翌9:00�
給　与▶�日給9,000円
勤　務▶�週2〜3日
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、�

制服貸与、試用期間有

シニアの方シニアの方
活躍中 !活躍中 !

千歳市錦町
2丁目10-3ビジネスホテル ホーリン

担当/さいとう

☎0123-23-1166
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。

◆ルームメイク
仕　事▶ルームメイク（客室の清掃・準備）
資　格▶�年齢不問、未経験者歓迎、�

土日祝も勤務できる方歓迎
給　与▶�時給930円～ ※試用期間有
時　間▶10:00〜14:00
勤　務▶週2〜5日程度
待　遇▶�交通費規定支給、�

皆勤手当当社規定により支給

年齢年齢
不問不問

未経験者未経験者歓迎！歓迎！
アルバイト･パート募集‼︎アルバイト･パート募集‼︎

千歳 ア パ ルームメイク、フロント

認知症対応型
共同生活介護事業

グループ
ホーム 笑顔の郷

笑顔笑顔のの郷郷
正社員･夜勤スタッフ募集

えがおえがお

〒066-0073
千歳市北斗4丁目5番6号

電話連絡の上、写真付履歴書を郵送またはお持ちください。

☎26-5300

資　格▶介護福祉士
時　間▶�①7:00〜19:00の間で8h�②16:30〜翌9:30（夜勤）
勤　務▶�シフト制
給　与▶�月184,000円～（資格手当･夜勤4回分含む） 

※経験年数により優遇 
※試用期間3ヶ月有/月160,000円

待　遇▶�賞与有（年2回）、昇給有（年1回）、�
社会保険、雇用保険、交通費規定支給

正職員　介護スタッフ

パート　夜勤専属スタッフ
資　格▶�無資格OK、ブランクがある方も歓迎、�

土日勤務できる方歓迎、介護職員初任者研修修了
（旧ヘルパー2級）あれば尚可

時　間▶�16:30〜翌9:30
勤　務▶�週2日�※応相談
給　与▶夜勤1回16,000円（夜勤手当含む）
�待　遇▶雇用保険、交通費規定支給、社員登用制度有

WワークWワーク
OK!OK!

2名2名
急募急募

先輩達が先輩達が
丁寧にご指導丁寧にご指導
いたします。いたします。

千歳 正 介護スタッフパ 夜勤専属スタッフ

〒066-0051　千歳市泉沢1007-109

☎0123-29-3100
まずはお気軽にお電話ください。

【佐藤水産鮨株式会社】�担当/こたか、たちばな

製造製造
レギュラー制レギュラー制 登録制登録制

◆弁当製造スタッフ/レギュラー制
時　間▶①7:30〜16:30�②22:00〜翌5:00
勤　務▶週4日〜（応相談）

◆弁当製造スタッフ/登録制
時　間▶�①22:00〜翌7:00の間で4h以上（応相談）�

②7:30〜16:30の間で4h以上（応相談）
勤　務▶日程をお知らせし、都合が合えば出社していただきます。

《製造共通項目》
仕　事▶弁当の盛付、簡単な仕込み、商品のピッキング、容器などの洗浄等
給　与▶①時給900円～ ②時給1,125円～

◆送迎スタッフ
仕　事▶�製造スタッフの送迎（ハイエース使用）�※泉沢工場⇔千歳市内
資　格▶要普通免許
給　与▶月収5～20万円 ※希望収入ご相談ください。
時　間▶応相談�※例）7:00〜9:00、16:00〜18:00など
勤　務▶週3日〜（応相談）�※WワークOK

【全体共通項目】
待　遇▶�労災保険、交通費規定支給（上限2万円迄、千歳市内

送迎応相談）、制服貸与(製造のみ)

★�収入に合わせた働き方を�
ご提案します♪
★�お給料は当日現金払いも可能‼︎�
※条件有（応相談）

★�心配な方は、お試し勤務も可能！�
※もちろんお試し分のお給料は支給します。

送迎送迎
スタッフスタッフ

スタッフスタッフ

千歳 パ 弁当製造、送迎

札幌市北区北7条西1丁目2-6■ビルメンテナンス業

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
千歳にて面接を実施します。 担当/熊谷

☎011-707-5228
協和総合管理㈱ 札幌支社

資　格▶経験不問（全力でお教えします。）
給　与▶�①時給900円～  

②時給861円～（試用期間3ヶ月有/同条件）
時　間▶�①8:30〜16:15（実働7h、休憩45分）�

②10:00〜15:00（実働4.5h、休憩30分）
勤　務▶�①週休2日制　②週3日〜（応相談）
待　遇▶�交通費規定支給、社保完備、�

制服貸与、有給休暇
勤務先▶千歳市幸町5丁目6-1

ホテルの ❶清掃責任者 ❷客室清掃員

車通勤OK

千歳 パ 清掃責任者、客室清掃員

 電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。 
電話の際には「ラーメン店の応募です」とお伝えください。

仕　事▶�カウンターでの注文受け、�
仕込み等の簡単なキッチン業務

資　格▶�未経験者歓迎、学生歓迎、高校生可
時　間▶�10:00〜18:00の間でシフト制　�

※応相談（例/10:00〜16:00等）
給　与▶�時給880円～ ※昇給有  

※試用期間（約3ヶ月）/時給870円
勤　務▶週2日〜　※応相談
待　遇▶�雇用・労災・健康保険（加入条件有）、交通費規定

支給、車通勤可、制服（エプロン）貸与、食事付

（奥芝商店)�

※面接は店舗で行います�
☎0123-27-3339

千歳市花園2丁目4-2 道の駅サーモンパーク千歳内 蝦夷麺 四の五の言わず

キッチンキッチン
スタッフスタッフ

★未経験者歓迎!�
　簡単な補助作業!
★�お子様の急病や�
学校行事参加等、�
お休み希望も�
柔軟に対応します♪

★ホール業務なし!

道の駅サーモンパークフードコート内のラーメン店です。

募募
集集

美味しい美味しい
まかないまかない
付き♪付き♪

千歳 ア パ ラーメン店キッチンスタッフ
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