
2022年1月7日（金） ちゃんと9

【HP】https://www.marukoendh.com/
千歳市美々 新千歳空港ターミナルビル内

担当/越智☎0123-46-5843

給　与▶ 正/月給20万円 
　 ※試用期間有/同条件 
　 （固定残業代4万円含む） 
パ/時給1,050円～  
　 ※試用期間有/時給950円 
　 ★経験により優遇します。

時　間▶ 7:30～20:00 ※実働8h 
（ 現在は時短営業中のため、 
8:00～18:00）

休　日▶ 月7～8日
待　遇▶ 各社保完備（勤務による）、交通費規定支給、 

制服貸与、パートは正社員登用制度有

港町市場 新千歳空港店

店頭販売スタッフ募集

 電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

急募!

★幹部候補も同時募集
【給与】月給25万円～(経験年数による) ※試用期間有

初心者
歓迎

千歳 正 パ 店頭販売

勤務先▶ トヨタカローラ札幌㈱総合物流センター
仕　事▶ 新車・中古車の洗浄ラインでの車内清掃。掃除機 

がけや、シートの拭き掃除など、簡単な作業です。
休　日▶ 日曜・祝日、他シフト制 

（月7～10日） 
★ GW・お盆・年末年始の長期連休有 
（年間所定休日108日）

時　間▶ 9:00～17:00
給　与▶ 時給920円～ 

（月22日勤務の場合、月収141,680円以上可能）
資　格▶ 要普通自動車運転免許（運転経験1年以上）
待　遇▶ 交通費当社規定支給、社会保険完備、作業服貸与、

有給休暇有、能力に応じて昇給有、車通勤可

恵庭市北柏木町3丁目73

まずはお気軽にお電話ください。面接日時をお知らせします。
写真付履歴書をお持ちください。

担当/ 三浦・傳法(デンポウ)
☎0123-47-8000

トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター

トヨタカローラ札幌

担当/酒井
☎0123-33-9660

新車 中古車

簡単作業! 連休有!未経験者歓迎!

女性も多数
活躍中！

恵庭 契 洗浄ライン作業

★日中ある程度の期間研修があります。

［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（旧ヘルパー2級）あれば尚可

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

小規模多機能型
事業所

いこい

憩の郷
さと

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

〒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

［正職員/パート］ケアマネジャー
資　格▶ 介護支援専門員
給　与▶ ［正職員］月給200,000円～（資格手当含む） 

［パート］時給1,000円＋資格手当
時　間▶ ［正職員］9:00～18:00　［パート］応相談
勤　務▶  ［正職員］週5日　［パート］週2日～ ※応相談
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、交通費規定支給、

賞与年2回、昇給制度有　

ケアマネジャー
夜勤専属

Wワーク
OK

スタッフ
募集!

千歳 正 パ ケアマネジャーパ 夜勤専属スタッフ

仕　事▶ レジ打ち、品出し、 
掃除、接客等

給　与▶ 時給900円～
時　間▶ 9:00～20:00 

※時間帯は応相談
資　格▶ 週3日以上働ける方
待　遇▶勤務により社会保険加入可

千歳市新富3丁目10番6号 

まずはお気軽にお電話ください。

ワークマン千歳店作業服、作業用品
ユニフォームの
大型専門店

☎0123-22-0233担当/佐々木

短時間もフルタイムも
未経験の方、祝日・土日働ける方大歓迎!

扶養内勤務OK

千歳 ア 店内業務全般

時間
応相談

毎週木曜日に

Q人ナビ携帯サイトで

新着情報を

チェックできるよ

早期募集2022年

未経験者歓迎！
即日勤務可‼

 シニア世代・ 
 主婦(夫)さん大歓迎！

面接時履歴書不要

ハ
ウ
ス
の
様
子

電
動
の
昇
降
台

通年
雇用

◆トマトハウス内作業/パート

★ ブランク歓迎、友人同士、お子様連れで面接OK！

千歳市釜加79-1
㈱エア・ウォーター農園 千歳農場

☎0123-49-2361
まずはお気軽にお電話ください。担当/谷口

【受付】
平日9～16時半

仕　事▶ トマトハウス内にて、トマトが倒れないよう
にひもを巻き付ける作業です。電動の昇降台
を利用して、レーンを移動しながら行います。

時　間▶ ①8:00～16:30（休憩90分、実働7h） 
②9:00～16:30（休憩90分、実働6h） 
※①②どちらかで選択可

勤　務▶①週5日 ②週4日
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦(夫)歓迎、65歳以下

(定年雇用止めの為)、車通勤できる方（公
共交通機関が少ない為）

給　与▶ 時給890円～  
※勤続1年後、時給+能力給有

休　日▶ 土日、年末年始
待　遇▶ 雇用保険（時間による）、交通費規定支給、

有給休暇有、制服・安全靴貸与、 
車通勤可（無料駐車場完備）、 
屋内原則禁煙（屋外喫煙可）

トマトハウス内作業
パートさん募集

千歳 パ トマトハウス内作業

小学生から高校生のお子様がいる方には

子育て支援金支給 

（1日500～700円　※規定有）

終学相談室/2名募集

勤務先▶ユアホール向陽台/千歳市文京3丁目1
仕　事▶ 新しくオープンした新施設での広報宣

伝活動、各種催事のご案内、テレアポ等
時　間▶ 10:00～15:00　※実働4h
休　日▶土日祝

葬祭フロント事務/1名募集

勤務先▶千歳シティホール/千歳市北信濃871-19
仕　事▶ 電話対応、伝票作成、発注業務、他
時　間▶ 9:00～18:00　※実働5h程度
休　日▶土日

《共通項目》
資　格▶要普通免許、未経験者・経験者ともに歓迎
給　与▶ 時給1,000円 

※試用期間2ヶ月/同条件
待　遇▶ 各種保険完備、制服貸与、通勤手当、 

車通勤可、有給休暇、社員登用有、 
子育て支援金支給

千歳 パ 広報宣伝活動、フロント事務

〒066-0064 千歳市錦町4丁目9番地
（株）マリアージュインベルコ千歳支社 採用担当宛 

(リアン平安閣)

(採用担当部署直通)
☎0123-26-1163
080-4415-2765

電話連絡の上、写真付き履歴書を持参 
もしくはご郵送ください。

パートスタッフ 
2職種募集!

【履歴書郵送先】

★扶養内勤務可能
★勤務時間や休日は応相談

千歳・その他 派 ①セラミック電子部品の製造②プラスチック管の製造補助･出荷③設備保全業務

デザイナー・Macオペレーター募集

まずはお気軽にお電話ください。

仕　事▶「Q人ナビ」「ちゃんと」の紙面・広告制作

給　与▶ 月200,000円以上 ※経験により優遇

資　格▶ Illustrator・Photoshopの基本操作が 

できる方（InDesign使用できれば尚可） 

★Webの知識がある方尚可

時　間▶ 9:00～18:00（休憩100分） 

※月曜は若干の残業があります。

休　日▶日曜、他4週6休（シフト制）

待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、昇給・賞与有

（業績による）、諸手当有、車通勤可、 

試用期間1ヶ月位有

仕　事▶ 主にIllustrator・InDesignを使用して 
「Q人ナビ」の求人広告制作

給　与▶ 時給1,000円
資　格▶ 経験者歓迎、InDesign・Illustrator・

Photoshopを使える方 
※Webの知識がある方尚可

時　間▶ 10:00～17:00　※応相談
休　日▶土・日曜、年末年始
勤　務▶月・金曜
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

試用期間1ヶ月位有

〒066-0073 千歳市北斗4丁目13-20

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

千歳 正 デザイナーパ Macオペレーター

◆ デザイナー/正社員 ◆ Macオペレーター/パート

★デザイン未経験者 
　も応募可！
★もちろん、即戦力大歓迎！

★主婦（夫）さん歓迎
　時間等ご相談ください！

☎0123-27-0911 《採用担当》
葉多埜・髙橋

仕　事▶ 仕込み、調理、洗い場等
資　格▶ 調理師免許（もしくは調理師専門学校等に 

在学中で調理師免許取得予定の方）
給　与▶月20万円～
時　間▶ 11:00～23:00の間でシフト制
休　日▶日曜、祝日を含め月6～8日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

各種手当有、制服貸与

スタッフ募集

千歳市幸町
2丁目3-2

◆ 調理師（見習い）

☎0123-26-5061 受付/14～18時 
担当/浅野、山川

まずはお気軽にお電話ください。

千歳 正 調理ア ホール

正社員

◆ ホールスタッフ アルバイト

仕　事▶ 接客、配膳、料理説明、片付け等
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶時給1,050円
時　間▶ 17:00～23:00
勤　務▶週3～5日程度
休　日▶日曜、祝日
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与

車両管理員募
集

仕　事▶ 官公庁等の契約先で管理している
車両の運転（送迎）および付随する
清掃・洗車等の管理業務

資　格▶ 普通二種免許保有者
給　与▶ 月162,500～167,500円 

※無事故・皆勤・調整手当含む
時　間▶8:30～17:15 ※残業月5h程度
休　日▶ 土日祝日（完全週休2日）、 

12/29～1/3
待　遇▶ 各種保険完備、交通費規定支給、 

残業手当、作業服貸与、有給休暇
勤務先▶千歳・恵庭市内

㈱大和交通システム 道央支店
恵庭市漁町146番地

まずはお気軽にお電話ください。追って面接致します。

☎0153-74-9810（本社）

千歳・恵庭 契 車両管理員

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 ☎0123-24-3771平日

給　与▶ 時給898円
時　間▶ 7:00～9:30（実働2.5h）
勤　務▶月・水・金

❶千歳商工会議所/千歳市東雲

給　与▶ 時給898円
時　間▶ 6:00～8:30または9:00（実働2.5h～3h）
勤　務▶土・日・祝

❷エニケンビル/恵庭市泉町

《共通項目》
待　遇▶ 制服貸与、雇用保険は週20h以上で加入、 

交通費規定支給

清掃員
 募集!!

千歳・恵庭 パ 清掃


