
2021 年 11 月 5 日（金） ちゃんと15

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 営業時間  10:00～18:00 飲食コーナーは15:00迄（年中無休）
千歳市真々地4丁目9-1 ℡ 0123-27-0510

毎
月18日
いちばの日 10～8％OFF!全

品

30%OFF!
お菓子 20%OFF  
民芸品 10%OFF  

いつでもお得!

※一部除外品有

店頭表示
価格より

300円ラーメン
みそ・しお・しょうゆ

（税込）

海産物

さらに

E-mail 投稿のみ受付です。①ペットの画像（640× 480ピクセル以上、縦向き、1メールに1点の
み添付）②ペットの名前（ひらがな・カタカナで）③投稿者の住所（町名まで、枝番不要）④投稿者
の名前（ペンネーム可）を明記のうえ、下記メールアドレスまでお送りください。※応募多数のため
掲載の時期、可否については一切お答えできません。※多頭飼いの集合写真歓迎。
※過去 1ヵ月以内に掲載された投稿者のご応募はお控えください。 　pet@chanto.biz

もぐちゃん ヒメちゃんこうめちゃん ナサちゃん ミルちゃん＆ニコちゃん ココちゃん
恵庭市柏陽町
ブマギさん

恵庭市和光町
にゃんさん

恵庭市漁町
でいじーさん

千歳市弥生
渡邊家さん

恵庭市有明町
ぽんさん

恵庭市黄金南
のさこさん

こてつちゃん＆ここちゃん

りんごちゃん

ちょびちゃん

まめちゃん＆そらちゃん

えいちゃん

うにちゃん

ミッキーちゃん

サランちゃん

ハム子ちゃん

もなかちゃん

トイちゃん

このちゃん

ななちゃん

ななちゃん

千歳市あずさ
こてつ＆ここママさん

恵庭市有明町
なっちゃんさん

千歳市福住
やまもとさん

恵庭市島松
そらまめママさん

千歳市大和
えーいえいえいさん

千歳市稲穂
はずおさん

千歳市自由が丘
れい子さん

千歳市信濃
トトさん

恵庭市島松仲町
ヒロシです…。さん

千歳市若草
みことさん

千歳市北斗
ようこさん

千歳市栄町
しゅがさん

恵庭市恵み野
ともさん

恵庭市柏木町
ふくちゃんさん

ぱくちゃん&飯田ちゃん
千歳市東雲町

お布団もふもふさん

� 入社後すぐに使える特別有休制度有!!

清掃員募集!!清掃員募集!!
パート正社員

千歳・恵庭

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

応　募

☎0123-24-☎0123-24-37713771平日

◆【パート】日本血液製剤機構/千歳市泉沢
給　与▶ 時給898円
時　間▶7:00〜11:00（実働4h）
休　日▶土･日曜、祝日

◆【パート】フレスポ恵み野/恵庭市恵み野里美
給　与▶時給898円
時　間▶12:30〜17:00（実働4h）
休　日▶週3日〜（応相談）

◆【正社員】新千歳空港/千歳市美々
資　格▶公共交通機関による通勤が出来る方
給　与▶  月給157,000～180,000円
時　間▶7:00〜16:00
休　日▶週休2日
待　遇▶ 社保完備、賞与有、退職金制度有、制服貸与、 

交通費規定支給
◆【パート】新千歳空港/千歳市美々
資　格▶公共交通機関による通勤が出来る方
給　与▶時給898円
時　間▶7:00〜11:00（実働4h）
休　日▶週休2日以上 ※応相談

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

パート
共通項目

正 パ 清掃

資　格▶不問
待　遇▶各種保険完備、交通費規定支給
勤務先▶恵庭市

共通
項目

食品製造スタッフ

期　間▶即日〜来年3月まで
時　間▶ 9:00〜18:00　※13:30〜18:00も可
給　与▶時給980円＋交通費規定支給
休　日▶ シフト制　※週休2日制 

（土・日のどちらかと平日1日の週2日）

★市内送迎利用可能♪ ★春までの短期のお仕事!

物流会社の配車事務員

期　間▶長期
時　間▶8:00〜17:00（実働8h）
給　与▶時給1,000円＋交通費規定支給
休　日▶ シフト制　※週休2日制　

★男性活躍中!簡単PC作業!
★事務スキル一切不要!未経験でもすぐできる♪

LINEで
質問・応募が
できるように
なりました!

HPで
求人情報を
チェック!

有限会社 イーワークス
人材派遣業 派01-300151 職業紹介 01-ユ-300083

恵庭市京町80番地 恵庭商工会議所ビル1F

お気軽に
お電話ください。

☎0123-33-5555
 info@eworks-jobnet.com

オススメオススメ
求人紹介!求人紹介!

恵庭 派 事務員、食品製造

レンタカー・ガソリンスタンド業界の経験者歓迎!

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-26-2191 《担当》
つのだ

正社員募集!
仕　事▶ 新車、中古車の販売業務、軽整備、他
資　格▶ 未経験者歓迎、 

要普通免許（AT限定OK）
給　与▶ 月160,000円～ 

※例/月200,000円以上も可能 
※試用期間1～6ヶ月/時給889円～

時　間▶ 10:00〜19:00(実働8h）
休　日▶ 4週8休 ※火曜定休 

他シフト制 ※会社カレンダーによる 
年末年始

待　遇▶ 各社保完備、業績賞与年2回、 
燃料手当、交通費規定支給、車通勤可、
カップ式飲料機使い放題

スターオート

千歳市東雲町5丁目7-3 株式会社スターオート 千歳店

http://starauto1995.com/

月20万円以上
も可能‼︎

千歳 正 販売、軽整備

スタッフ募集!
★経験者歓迎!
★車好きな未経験者
　にもオススメ

アルバイト パート

仕　事▶ レンタカーの受付、 
軽整備・洗車・送迎のお手伝い

資　格▶ 経験者歓迎、 
要普通免許（AT限定OK）

給　与▶ 時給920円～
時　間▶ 7:30〜19:00の間でシフト制  

※応相談
勤　務▶ 週3日〜 ※シフト制 

※土・日曜のみ・Wワーク等応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

カップ式飲料機使い放題

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-26-2191《担当》
つのだ

千歳市東雲町5丁目7-3 
ニコニコレンタカー千歳東雲町店

千歳 ア パ レンタカー業務

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

ローソン自衛隊東千歳駐屯地店 千歳市祝梅1016

☎22-2241 ※委細は面談にて

新型コロナウイルスの感染予防対策をしています。

◆東千歳駐屯地内店舗
仕　事▶ a/陳列その他、レジ作業なし 

b/レジ作業有
資　格▶  車通勤可能な方、ダブルワーク・シニア・学生可
時　間▶ a/19:00〜22:00  

b/①10:00〜19:00 ②11:00〜20:00 
　 ③14:00〜23:00 ④17:00〜23:00

給　与▶ a/時給889円　 
b/ 時給960円 

※19:00～22:00までは時給1,000円 
※22:00～23:00までは時給1,200円

勤　務▶ a/週3日（日･月･火･木･金曜の中で） 
b/週3〜5日

待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、社会保険有
勤務先▶ 陸上自衛隊東千歳駐屯地内（千歳市祝梅1016）

Wワーク、シニア、学生ＯＫ!!

駐屯地内のローソン
で働こう!!

普段は入れない場所で、ちょっと働いてみませんか？
千歳 パ 店内業務

仕事内容が仕事内容が
選べます!選べます!

北海道クリーン開発㈱ 〒053-0016
苫小牧市寿町2丁目3-14

（田口）応 募

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は勤務先にて行います。委細面談。

ショッピングモールのショッピングモールの
清掃スタッフ清掃スタッフ

未経験者歓迎！！

0120-03-6323
　080-2871-5294

千歳 パ 清掃

◆スーパーアークス千歳店
時　間▶ 7:00〜10:00、13:00〜17:00  

※シフト制
勤　務▶ 週4日程度

【共通項目】
給　与▶時給889円
資　格▶未経験者歓迎
待　遇▶ 労災保険、制服貸与、 

交通費規定支給、車通勤可

◆ちとせモール
時　間▶ 14:30〜19:30　※シフト制
勤　務▶ 週5日程度

勤務日数 相談可！！
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