
2022年1月7日（金） ちゃんと7

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】

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

仕　事▶ ①仕込み等の簡単な調理補助からスタート　 
②配膳・下げ膳・レジ業務等

資　格▶ 未経験者歓迎、学生・フリーター・主婦（夫)歓迎
給　与▶ 時給1,000円～　 

※22時以降/時給1,250円 ※深夜手当含む
時　間▶  16:00～24:00の間で2h～
勤　務▶ 週1日～
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、まかない有 

（1食350円）、随時昇給有、髪色自由、 
試用期間2ヶ月(同条件)、友人紹介制度有

千歳市千代田町2丁目1-1
養老乃瀧株式会社千歳店

応
募 070-1509-2195
だんまや水産

海鮮居酒屋だんまや水産

正社員同時募集! Web面接可能!
担当/富田

オープニングスタッフ募
集

千歳 ア パ ①キッチン②ホール

株式会社 報業社 千歳市北栄2丁目27-2

採用担当者☎23-2878
電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

仕　事▶ 文具・書籍・食品等を取り扱う売店で、 
レジ操作や品出し等をしていただきます。

資　格▶ 未経験者歓迎、扶養控除内・掛持ち勤務もOK
時　間▶ 【平日】17:30～20:30 

【土日祝】10:00～18:00  
※実働3～4h位　※シフト制

給　与▶ 時給890円
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、 

制服貸与、車通勤可
勤務先▶ コンビニYショップ/ 

恵庭市西島松308（自衛隊島松駐屯地内厚生センター）

恵庭 パ 店内業務全般

店内業務スタッフ急募!!

世界の優れた農業機械を日本中の農家さんへ 
お届けする仕事です！

https://www.idec-jpn.com/勇払郡安平町遠浅
746番地2株式会社 IDEC

仕　事▶ 農業機械を全国の販売店へ出荷する前の最終点検及び、
部品の取り付け作業、他

資　格▶ 年齢・学歴・経験不問、要普通免許(AT限定不可)
給　与▶ 月170,000～280,000円 

※試用期間6ヶ月/同条件
時　間▶  11～3月/月～金 9:00～17:00 

4～10月/ 月～金 8:30～17:30 
隔週土曜日 9:00～17:00

休　日▶ 11～3月/土日祝 
4～10月/日祝、隔週土曜日 
※年間休日114日

待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給（上限3万円）、駐車場有、 
昇給・賞与有/年2回、住宅手当支給

製品出荷スタッフ募
集

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
※1月6日まで休み。1月7日からの受付となります。

☎0145-22-2237担当/高田

令和4年で45周年
1977年2月 創立

丁寧な研修がありますので
未経験の方も安心して 
ご応募ください。

経験不問！
専門知識不要！

安平 正 製品出荷スタッフ

急募‼

清掃兼受付
スタッフ募集‼

急募

(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

☎22-5280 採用係

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

給　与▶ 時給889円　 
※ 月収例/889円×7h×12日 
＝74,676円

時　間▶ 8:45～17:15　※実働7h
勤　務▶ 月12日（シフト制） 

※友引、元日はお休み
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、 

車通勤可（車通勤の方が通いやすい 
場所にあります。）

勤務先▶千歳市葬斎場/千歳市根志越1365

 主に施設の日常清掃、他、ペットの 
火葬受付やご遺族様への案内業務

千歳 パ 清掃、受付

千歳市休日夜間
急病センター

看護師
千歳市会計年度任用職員

★ダブルワーク可能‼

☎0123-25-6131問い合わせ先

期　間▶ 令和4年4月1日～令和5年3月31日まで（1年毎に継続更新あり）
資　格▶ 看護師・准看護師免許
給　与▶ 看護師/時給2,200～2,750円　准看護師/時給2,100～2,625円
時　間▶ 【平日日勤】8:45～17:00　【日曜・祝日・年末年始日勤】8:45～19:00 

【遅出】13:30～19:00　【準夜勤】18:30～翌0:00　【準深夜勤】18:30～翌7:30
休　日▶ 4週8休
待　遇▶ 各社保完備、期末手当、有給休暇、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶千歳市休日夜間急病センター ささえーる（千歳市東雲町1丁目8番1号）

募集‼
週29時間 
勤務

▶▶▶

応募の詳細については、
千歳市ホームページの
職員採用情報をご覧ください▶

千歳市 職員採用情報

千歳市保健福祉部　救急医療課
(千歳市休日夜間急病センター)

募集期間
1/11火～31月

採用日
4/1金

千歳 臨 看護師

セブン-イレブンジャパン向けパンの
生地を製造している会社です。

★キレイで清潔な環境！ ★土日お休み！
◆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▶ 9:00～18:00、18:00～翌3:00
給　与▶ 時給890円～+交通費規定支給 

※22:00～翌5:00/深夜手当有
休　日▶ 土日 ※他工場指定の休日有
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

パン製造 
スタッフ募集!

株式会社エフビーエス
〒061-1411　恵庭市恵南1番地恵庭工場

☎34-6866
まずはお気軽にお電話ください。

受付/9～17時 
担当/石橋

恵庭 パ 製造

千歳市柏台南
1丁目1-9（株）

仕　事▶ おにぎり・お茶漬け・サンドウィッチ等の軽食 
作り、海鮮・お肉の弁当販売、簡単な盛付・洗浄等
の調理補助、レジ打ち・品出し等

資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎、 
ブランクOK、土日祝勤務できる方歓迎

給　与▶ 時給930円～ 
※早朝7～9時/時給1,030円～ 
※試用期間（最大3ヶ月）/時給910円

時　間▶ 7:00～20:50の間で実働5h～ 
※現在はコロナ禍の為8:00～18:00の 
　時短営業です。

勤　務▶週4日～　※希望応相談
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、昇給有、 

年末年始手当、制服貸与、正社員登用制度有
勤務先▶ お弁当処 美食千歳、ごちそうDELI、茶屋美食千歳

（新千歳空港国内線ターミナルビル2F）

【受付/9時～17時】　担当/羽根田（はねだ）
☎0123-49-3366

まずはお気軽にお電話ください。 

美食千歳

茶屋美食千歳

ごちそうDELI

早朝時給 1,030円～
千歳 ア パ 販売、調理補助

〒066-0062
千歳市千代田町6-8
平和駅前ビル

売買も! 賃貸も!

株式会社 平和恒産

《お客様へのサービス向上》と、
《働く環境をさらにより良いものにする》
ための募集です。

仕　事▶ 来客・電話対応、 
専用ソフトによる財務事務等  

資　格▶ 高卒以上、要普通自動車免許、 
基本的なPC操作可能な方 
（入力程度）

給　与▶ 正/月166,000円～　パ/時給900円～

時　間▶ 正/9:30～18:30　 
パ/10:00～16:00　※応相談

休　日▶ シフト制　※月7日以上/年間105日 
（経理事務は日曜、祝日、第2･3土曜）

待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 
昇給制度有、賞与年1回、 
各種手当有（資格・役職）、業務には社用車使用

勤務先▶ 千歳市千代田町6丁目8 平和駅前ビル 

★キッズルーム有
★子連れ出勤OK

経理事務正社員 パート

共
通
項
目

仕　事▶ プロパティマネジメント 
（物件の運営・管理業務）

資　格▶ 高卒以上、要普通自動車免許、 
基本的なPC操作可能な方（入力程度）、 
業界経験者歓迎、有資格者優遇

給　与▶ 月192,000円～
●電話連絡の上、写真付き履歴書を郵送ください。

担当/小川☎0123-40-3000
http://www.peace-room.co.jp

管理業務正社員

★将来の幹部候補を育成します。
★安心の「社員育成システム」を導入

お
客
様
か
ら
の

「
あ
り
が
と
う
」の

言
葉
に
や
り
が
い
を

感
じ
ま
す
！

千歳 正 管理業務正 パ 経理事務

1,100円時
給

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。

★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）

［恵庭市戸磯］電子機器の部品製造 ★増員募集
仕　事▶ プリント配線基板検査・製造業務。素材の穴あ

けや、切断等、機械を使用した作業が中心です。
重労働はありません。

期　間▶ 即日～長期　　
資　格▶ 未経験者歓迎、資格不問
給　与▶ 時給1,100円 

※22時以降深夜割増（時給1,375円）
時　間▶ 8:30～17:00、20:30～翌5:00 

※シフト制
勤　務▶ 4勤2休または5勤2休（会社カレンダーによる）
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、無料P有、各社保完備

★もくもくと軽作業ができる!
★しっかり稼ぎたい方にオススメ!
★未経験者歓迎！

長期安定!

恵庭 派 部品製造

★土日休み　★力仕事なし 
★カンタンなお仕事！

徹底した新型コロナウイルス感染症
対策で安心して働ける環境です♪

千歳市末広2丁目1-12-2F㈱G&Best 担当/遠藤☎0123-21-8388

まずはお気軽にお電話ください。
面接の際は写真付き履歴書をお持ちください。
在職中の方も、面接日はお気軽にご相談ください。 

長期休暇がある月も
基本給の変動なし!!
安定した収入が得られます♪

GW、お盆、
年末年始の
長期休暇あり

20～40代の女性多数活躍中!!
仕　事▶ 自動車部品（完成品）を目視や顕微鏡を使用して

検査します。他、製品の箱詰め等の出荷準備。
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）歓迎
給　与▶ ［正］ 月160,000円～  

※試用期間1～3ヶ月/時給900円 
※能力・経験により昇給有 
★月収例/月160,000円＋残業代 
　（40h分）＋交通費＝210,000円

　　　　［パ］ 時給900円～ 
★月収例/時給900円×週5日×1日8h 
　＝月144,000円

時　間▶ ［正･パ］ ①8:00～17:00  
②9:00～18:00 
③13:00～22:00 
※①～③選択可能

　　　　［パ］ ④15:00～22:00（実働4h～OK）
勤　務▶ ①②③月～金曜、④週3日～
休　日▶ 土･日曜、GW（9～10日）、お盆（9～10日）、 

年末年始（9～10日）
待　遇▶ 各種社会保険完備、交通費規定支給(月8千円ま

で)、車通勤可、無料駐車場完備、作業服貸、昇給年
1回、昼食のお弁当（380円程度）注文可能、育児・
介護休暇取得実績有、60歳定年制、①･②･③の
パートは能力に応じて正社員登用有

勤務先▶ 不二電子工業㈱千歳工場内（千歳市泉沢1007-211）

◆自動車部品の検査・出荷準備

Wワーク
OK！

夏は涼しく、冬は暖かく快適な職場です‼
千歳 正 パ 自動車部品の検査・出荷準備 

☎0123-34-2796応募

千歳市住吉 
5丁目1-24
恵庭市島松東町 
2丁目1-1

ちとせスマイル保育園認可保育所

しままつスマイル保育園小規模保育園

恵庭市末広町
32番地えにわスマイル保育園認定こども園

正職員 準職員 パート 千歳
恵庭

資　格▶ 保育士資格
給　与▶ ［正職員］月207,000～260,000円 

［準職員］月172,000～217,000円 
［パート］時給1,100円 
※いずれも各種手当含む

時　間▶ ［正職員］7:00～19:00の間でシフト制 
［準職員］7:00～19:00の間で6h（シフト制） 
［パート］8:00～16:00の間で5h（シフト制）

保育士募集
新卒の方も、

ブランクのある方も
大歓迎!!

勤　務▶ ［正職員/準職員］週休2日（シフト制）　 
［パート］週4日程度

待　遇▶ 社会保険完備、[正・準のみ]年2回賞与有、 
交通費支給（月5,000～20,000円）、 
子ども手当（月5,000～10,000円）

共
通
項
目

入社祝金5万円支給 
（正職員のみ/試用期間終了後）

千歳・恵庭 正 準 パ 保育士

札幌市白石区
東札幌4条4丁目1-2㈱日本キャリアサービス

☎011-820-8811採用係

まずはお気軽にお電話ください。面接は勤務先で行います。

受付／9:00～17:30

仕　事▶ 各部署への取り次ぎが基本業務です。 
2名体制での勤務です。

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給889円
時　間▶ 平日/8:30～16:30、9:30～17:30 

土日/8:30～12:30
勤　務▶週2～3日
休　日▶日曜日
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、 

車通勤可、制服貸与
勤務先▶恵庭市恵み野西2丁目

恵庭 パ 電話受付スタッフ

扶養内勤務可♪ 残業なし♪

未経験者 
歓迎‼

期　間▶ 2月1日～5月末  
※延長の可能性有

仕　事▶データ入力
資　格▶ 簡単なPC操作が可能な方
給　与▶時給1,000円
時　間▶  8:45～17:30 ※実働8h
休　日▶  土、日、祝
待　遇▶ 雇用・労災保険、車通勤可、交通費規定支給
勤務先▶ 恵庭RBP/恵庭市恵み野北3丁目1-1

時給1,000円!!
5名募集!

未経験者
 歓迎♪

事務補助

恵庭市恵み野北
3丁目1-1 S-206

お電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-29-5080
㈱ガーデンシティ恵庭

受付/平日9～17時
　　担当/粟野

恵庭 ア パ データ入力


