
2021 年 8 月 27 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
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】

■総合施設管理

千歳市美々新千歳空港内 ターミナル アネックスビル2F
千歳支店

受付/9〜17時
※日・祝を除く

日興美装工業㈱

まずはお電話の上、面接の際に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-1171☎0123-22-1171

清掃清掃スタッフ募集!!スタッフ募集!!

◆千歳市北光2丁目
仕　事▶院内の清掃　　　
給　与▶時給890円
時　間▶ ①6:00～10:00（4h） ※月～金曜 

②7:00～9:00（2h） ※日曜のみ
勤　務▶ 週2日～（シフト制） ※応相談
待　遇▶交通費規定支給、車通勤応相談

千歳 ア パ 清掃 千歳
仕　事▶ 音楽教室の受付、楽器及び、音楽関連商品の接客・販売

等。生徒募集・楽器販売提案や、イベント企画・運営等
資　格▶ 簡単なPC操作可能な方、専門学校卒以上、 

未経験者歓迎、接客・営業経験者優遇
給　与▶ 正/月給170,000円～　※賞与年2回　 

契/月給150,000円～　 
※正・契 試用期間2ヶ月/同条件 
パ/時給880円～　※試用期間3ヶ月/時給870円

時　間▶  8:30～19:30の間で、 
正・契/実働7.75h　パ/実働4h～応相談

休　日▶ 正・契/月7日以上　※年間休日100日、 
GW・夏季・冬季休暇有（連続8日以上）

勤　務▶ パ/週3～6日　※応相談　※土曜日は隔週（月2日）　
★学校行事等、事前にお伝えいただければお休みの　
　調整可能

待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、無料P有、昇給
制度有、有給休暇、契約・正社員登用制度有（実績有）

千歳市信濃
3丁目18-10

お気軽にお電話ください。面接は千歳支店で行います。履歴書に 
正社員、契約社員、パートのいずれか記入をお願い致します。

☎011-350-1111
【HP】https://www.elm-t.co.jp/

（株）エルム楽器千歳支店

（本社）
担当/雲津

正 契 パ 音楽教室の受付・店舗運営

Web応募も可能

スタッフ募集!スタッフ募集!
受付・接客・店舗運営受付・接客・店舗運営

等の理由で応募される方が多いです。

正社員 パート契約
社員

以前、子どもがヤマハ音楽教室に通っていて…
音楽が好きで…

未経験者歓迎！

� 電話連絡の上、写真付き履歴書をご郵送ください。

〒066-0004 千歳市泉郷403番地9
社会福祉法人千歳いずみ学園 

担当/越中（えっちゅう）

◆正社員
給　与▶ 月192,000円～（処遇改善手当含む） 

※経験・年齢等考慮のうえ規程により決定 
※賞与有（規程による/昨年実績年2回4.0ヶ月）

時　間▶ ①8:30～17:30（シフトにより前後） 
②16:00～翌9:00（夜勤）

休　日▶ シフト制 ※年間休日106日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、住宅・寒冷地・資格

他各種手当、有給休暇、資格取得助成制度有
◆パート
給　与▶ 時給980円
時　間▶ 7:30～18:30の間で実働4h～ 

※「午前のみ」、「午後のみ」、「9:30～15:30」等、 
　ご希望の働き方をご相談下さい。

休　日▶土日祝 ※土日祝休み以外にも平日の休みも可能です。
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、有給休暇

☎29-2023

生活支援生活支援員員募募
集集

仕　事▶ 知的障がい者支援施設での入所者への 
日常生活に対する支援をするお仕事です。

資　格▶ 資格・経験不問

共通
項目

千歳 正 パ 生活支援員

★面接の日時も相談可能。千歳営業所でいつでも登録できます!

☎0120-35-0909
（通話無料/平日9～20時、土日9～18時）

応
募

0909workお仕事イロイロあります！

北日本事業統括部�千歳営業所㈱ジャパンクリエイト 千歳市千代田町5-5-1 戸田ビル2F 労働者派遣許可番号 （派）27-300717 有料職業紹介事業許可番号 27-ユ-300414

仕　事▶ 食パン製造ライン作業・出荷作業
期　間▶ 長期
給　与▶ 時給950円～ 
時　間▶ 24時間の間で実働8h
勤　務▶ 4勤3休もしくは5勤2休 ※休日応相談
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、 

車通勤可、制服貸与、退職金有（規定による）

期　間▶長期
給　与▶ 時給1,100円～ ※月/24万円以上可能
時　間▶ ①8:30～17:30 

②22:30～翌5:30 ※休憩各1h
休　日▶ 土日、他、GW、お盆、年末年始
待　遇▶ 通勤手当（上限3万円）、車通勤可、制服貸与、 

社員食堂有、退職金有(規定による) 

重量物
取扱いなし

1日4〜5hの
パート勤務︎も可

女性活躍中!

男女活躍中!

男性活躍中!

クリーンルーム
で快適お仕事♪

期　間▶ 長期
資　格▶ 車通勤可能な方、簡単なPC操作可能な方
給　与▶ 時給1,100円 ※昇給有
時　間▶  8:30～17:15
休　日▶土日祝、GW、お盆、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

制服貸与、社員食堂有、退職金有(規定による) 

千歳市美々

恵庭市恵南

千歳市上長都

半導体のマシンオペレーター NO.2105-A-01

パンの製造 NO.1957-A-01

長期求人紹介!
オススメ! 日払い・ 日払い・ 

週払い可能!週払い可能!

自動車部品の加工 NO.1698-A-02

千歳・恵庭 派 工場内作業

ゴールドパック株式会社  恵庭市戸磯573-39

おいしさに、ひたすら、ひたむき。

期　間▶ 8月30日～10月中旬頃 
※状況による

資　格▶ 不問、未経験者歓迎
給　与▶ 時給1,100円  

※深夜10時以降/時給1,375円 
＋交通費規定支給

時　間▶ ①8:00～17:00 
②17:00～翌2:00 
※実働8h ※残業有 
※シフト制、早出・遅番有

休　日▶ 日曜 ※他、天候により休日有 
※会社カレンダーによる 

待　遇▶ 車通勤可、制服貸与
080-1974-9900080-1974-9900
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

（別途交通費支給）
※当社規定による

受付/平日8〜17時
担当/河上

未経験者大歓迎!!
充分な研修を行いますので

初めての方も安心して
お勤めできます!!

10月頃までの
短期!!

5名
急募

時給時給

11,,100100円円

エアウォーターグループ

ジュースの原料（野菜・果物）
の投入・仕分け等

仕　事　内　容

恵庭 ア 原料の投入、仕分け

職場見学 随時受付中‼随時受付中‼

https://www.archi21.co.jp

〒066-0051　千歳市泉沢1007-168

担当/武田

まずはお電話の上、写真付き履歴書を郵送ください。

株式会社 アーキビジョン21

仕　事▶ユニット工場での組立作業
資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許
給　与▶月給175,000～250,000円
時　間▶8:10～17:40　※実働8h
休　日▶ 土･日曜、夏季休暇、年末年始 

※会社カレンダーによる
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

車通勤可、制服貸与、 
昇給年2回、賞与年2回

増員募集増員募集
新工場立ち上げに伴い

大歓迎!!そんな方を

HPは
こちら▶

☎0123-28-8811
★チームワークを大切にできる！
★ モノ創り未経験でもやる気満々‼
★体力に自信がある！

千歳 正 工場作業

〒066-0055 千歳市里美2丁目1-5
《問い合わせ》☎0123-49-7788 〈担当〉坂下

千歳相互観光バス株式会社千歳本社営業所

資　格▶�大型二種免許保持者 
★免許取得助成制度有‼︎

給　与▶�契約社員（路線）/日額9,540円 
パート（大学）/時給1,050円

休　日▶�年間90日以上
待　遇▶��各社保完備、時間外手当有、 

賞与年2回有、交通費規定支給、 
正社員登用有

勤務先▶千歳･恵庭市内

路線バス・大学送迎バスの

バスドライバー

写真付履歴書を郵送してください。

女性も女性も
歓迎‼︎歓迎‼︎

千歳・恵庭 契 パ バスドライバー

募
集

期　間▶ 通年（即日採用）
仕　事▶ レストランホール、トイレ、 

従業員休憩室の清掃や備品の補充
給　与▶時給900円
時　間▶ ［4/15～11/5］９:00～17:00 

［11/6～4/14］９:00～１６:00 
※ともに休憩1h有

休　日▶月8～10日 ※シフト制 
待　遇▶ 社保完備、制服貸与、慶弔特別休暇有、 

社員割引制度有、賞与年２回有

●まずはお電話ください。【受付/9時～16時】

●メール応募も受付中！ 24時間OKです。

〒059-1361 苫小牧市美沢114番地7
ノーザンホースパーク

☎0144-58-2813☎0144-58-2813 担当/田中

https://www.northern-horsepark.jp/

◆清掃スタッフ◆清掃スタッフ
即日採用！即日採用！ すぐ働けます！ すぐ働けます！

keiri3@northern-horsepark.co.jpkeiri3@northern-horsepark.co.jp

苫小牧 ア 清掃

作業作業  
スタッフ募集!スタッフ募集!

★★未経験者歓迎!未経験者歓迎!
★★男女共に活躍!男女共に活躍!

パック詰めパック詰め

卵チェック卵チェック

卵の検品卵の検品

仕分け仕分け

各種 各種 
手当充実!手当充実!

仕　事▶ 【パック詰め】出来た商品を専用トレイに詰める作業 
【卵チェック】パックに入って流れてくる卵の中から
規格外品を取り除く作業 

【卵の検品】自動鶏卵選別機により搬送される卵に 
キズ・割れ・汚れが無いかチェック 

【仕分け】選別した卵を専用のコンテナや段ボールに
詰める作業、箱詰めした卵の計量作業

給　与▶時給920円　※日曜勤務別途手当支給/1,000円
時　間▶  8:30～17:20（休憩70分）
休　日▶ 週休2日　※シフト制 

※希望の休みなど考慮し、シフトを作成します。
待　遇▶ 各社保険完備、制服貸与、昇給有、賞与年2回、継続 

勤務報奨金制度有、借家料補助有（30歳の誕生日迄/
月1万円迄世帯主のみ）、通勤手当支給（月1.8万 
まで）、有給休暇、車通勤可、社内販売有、家族手当有

（扶養18歳迄/子1人につき1万円※3人目迄）
勤務先▶ 【パック詰め・卵チェック】 

札幌GP工場（北広島市南の里157-1） 
【卵の検品・仕分け】 
千歳GP工場（千歳市駒里2208）

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎011-372-0410
☎0123-40-7575

担当/前田札幌GP工場
千歳GP工場 担当/中山

https://www.hokuryo.co.jp/
 〈FSSC22000認証工場〉

千歳・その他 ア パ 卵のパック詰め、チェック、検品、仕分け

080-4504-8484

みんな一緒のスタートです♪

仕　事▶ 利用者（軽度障がい）様の就労サポート（農作業、管理
物件の清掃、PC入力作業、折込、ポスティング等）、 
作業場までの送迎、記録作成等

資　格▶ 未経験者、無資格者OK、初任者研修修了者もしくは
実務者研修修了者、介護福祉士資格保持者歓迎、 
要普通免許

給　与▶ 無資格/時給930円　 
初任者研修修了者もしくは実務者研修修了者 
/時給950円 
介護福祉士/時給1,000円　 
※処遇改善手当含む　※試用期間3ヶ月/同条件

時　間▶  9:00～16:00　※休憩1h
休　日▶ 土日祝
勤　務▶ 週2～4日　※シフト制　※応相談
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、無料 

P有、制服貸与、資格取得支援制度（規定有）
勤務先▶ 千歳市長都1124-4 

（就労支援B型事業所/9月オープン予定）

まずはお電話ください。　担当/上島 健心サポート
千歳市長都1124-4

久不動産久不動産

これから始める新しい事業を一緒に
盛り上げてくれる仲間を大募集!

オープニング

千歳市長都 9月開始予定
就労支援B型事業所オープン

★共同生活援助事業所も10月オープン予定/恵庭市黄金北

久健グループについて
知りたい方はこちら

資格取得に向け、当社がバックアップ
します!（規定有）

資格取得支援制度有!無資格でも無資格でも
大丈夫!大丈夫!

☎0123-29-3455
久健グループの福祉事業

スタッフ募集

農作業農作業

清掃清掃

チラシの折込チラシの折込
ポスティングポスティング

PC入力PC入力
作業作業

一緒に作業しながら利用者様の一緒に作業しながら利用者様の
就労を就労をサポートするお仕事サポートするお仕事です!!です!!

健心サポート
千歳 パ 支援員


	09_q01

