
2022年4月1日（金）ちゃんと 14

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

仕　事▶ 来店した方への商品説明、 
電話による商品の案内、書類作成、 
帳票管理（システム入力）

資　格▶ 44歳以下（若年層のキャリア形成を図るため）、 
高卒以上、Word・Excelの基本操作可能な方、 
普通自動車免許あれば尚可

給　与▶月給171,000円～190,000円
時　間▶ 9:00～17:00
休　日▶ 土日祝、夏季休暇、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

無料P有、昇給・賞与有、昇進制度有、有給休暇

〒066-0055
千歳市里美2丁目2-4

電話の上、写真付き 
履歴書を郵送ください。☎0123-25-9028

MS北海道株式会社
◆三井住友海上火災保険(株)保険代理店

千歳 正 営業サポート事務

サポート事務募集 三井住友海上
100％出資の会社です。

まずはお気軽にお電話ください！

仕　事▶ 駐車場管理業務、 
駐車場⇔空港間の送迎業務

資　格▶ 要普通免許、自力通勤可能な方
給　与▶時給950円
時　間▶  6:00～22:00の間で実働5～6h
勤　務▶ 週3～4日
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、車通勤可

千歳市美々1292-206

☎0123-23-1111
サンパーキング (株)さいたさいた

駐車場管理
ドライバー

募
集

千歳 ア パ 駐車場管理、ドライバー

1,250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～3ヶ月
資　格▶ 未経験者歓迎、資格不問
給　与▶ 時給1,250円 

※22時以降深夜割増（時給1,562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

★しっかり稼ぎたい方にオススメ!
★未経験者歓迎！

恵庭 派 部品製造

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

勤務日は相談の上決定。週休2日制も相談可！

担当/古瀬☎22-0866
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許
時　間▶ 日勤:例/5:00～16:00　 

★5～8時の間に出勤し、 
　帰庫は出庫から10時間半後 
夜勤:例/18:00～翌5:00 　 
★ 18～20時の間に出勤し、 
帰庫は出庫から10時間半後

勤　務▶4勤1休
給　与▶ 完全歩合制　 

※入社後1年間は給与保証有(当社規定による） 
　日勤/月210,000円～　夜勤/月250,000円～

待　遇▶  各社保完備、入社祝金制度（10万円/規定有）、 
制服貸与、退職金制度、車通勤可（駐車場完備）

さわやか無線センター

★二種免許取得養成制度有!
★異業種からの転職者も歓迎します!

募集タクシー 
ドライバー

4勤1休！
しっ か り 稼 げ る !

千歳 正 嘱 タクシー乗務員

仕　事▶ まかない作り、洗濯等
資　格▶ 未経験者歓迎、60歳まで(定年雇い止めのため) 

※再雇用制度有/65歳まで
給　与▶ 日給6,700円 ※頑張り次第で昇給有
時　間▶ 8:30～16:30（休憩有）
勤　務▶週2～3日（シフト制 ）
待　遇▶交通費補助有

㈱西洋軒 千歳市千代田町
1丁目1-7

☎23-2216電話連絡の上、写真付履歴書を
お持ちください。【担当】岩崎

RESTAURANT

SEIYOKENSEIYOKEN

裏方のお仕事です。接客はありません。

★扶養内勤務OK! ★頑張り次第で昇給有!

簡単な家庭料理が 
出来れば大丈夫です♪

千歳 パ 炊事係

（有）桑山緑化
■花苗生産・販売

担当/桑山☎33-8062
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

配達は2ｔ車で道央圏内です!!
体力に自信のある方・体を動かすことが好きな方

恵庭市中央525番地
（桑山農園）

仕　事▶花・野菜苗物出荷作業
給　与▶ 時給920円
時　間▶ 8:00～17:00の間で実働3～8h 
　　　　※12～13時は昼休憩

給　与▶時給1,200円
時　間▶ 8:00～17:00

◆ドライバー兼作業員

◆農作業員

資　格▶ 要免許、マイカー通勤可
期　間▶ 即日～6月中旬（通年も可、要相談） 

※試用期間1週間有
休　日▶週1～2日
待　遇▶ 労災保険、雇用保険、社会保険、 

精勤・皆勤手当（20日以上）、繁忙期手当

共
通
項
目

恵庭 パ 農作業員、ドライバー兼作業員

スタッフ募集‼

(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。

仕　事▶ 床面の拭き掃き、ガラス清掃、各室・シャ
ワー室・トイレなどの日常清掃業務

資　格▶不問、未経験者歓迎
給　与▶時給889円
時　間▶ 8:00～12:00 

※13:00～17:00も勤務できる方尚可
勤　務▶週3～6日　※希望応相談
待　遇▶雇用保険、制服貸与、交通費規定支給
勤務先▶ 千歳市開拓記念総合武道館/ 

千歳市あずさ1丁目3-1

千歳 パ 清掃

清掃

＼仕事探すなら／

給　与▶ ［正職員］月給145,000～249,000円 
［パート］時給950円

時　間▶ ［正職員］8:45～17:15 
［パート］応相談

休　日▶土日祝、年末年始
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、 

車通勤可、無料駐車場有、退職金制度有
勤務先▶ 千歳第一病院（千歳市東雲町1丁目11）

医療事務員

☎23-4111【担当】斉藤

パート勤務は

勤務時間・日数
応相談!!

★ 看護師・看護助手も 
同時募集中！

問い合わせだけでもOK！

医療法人同仁会

千歳第一病院
千歳市東雲町1丁目11 https://www.dojinkai-group.com/

正社員
パート

千歳 正 パ 医療事務員

時　間▶ ［正］8:00～21:00の間で実働8h 
［ア・パ］8:00～21:00の間で実働3～8h（シフト制、応相談） 
　　　 例）8:00～15:00、12:00～21:00など

勤　務▶［正］4週6休　［ア・パ］週3～6日 ※曜日・日数相談に応じます。
給　与▶ ［正］月給160,000円～　［ア・パ］時給889円～ ※試用期間2ヶ月/時給889円～
資　格▶ 未経験者歓迎　　　　休　日▶ 水曜（定休日 ※水曜が祝日の場合は木曜）
待　遇▶ 交通費1日500円迄支給、制服貸与、各社保完備（正のみ）、正社員登用制度有、車通勤可

15:00～の後片付けスタッフ募集‼

応募恵庭市黄金中央1丁目
13-3 ライズY黄金 1階

担当/下出
（しもで）☎33-9608

勤務時間など、
お気軽に

ご相談ください!

【正・ア・パ】 販売 接客や洋菓子の箱詰め作業

.PNG .AI

未経験者
 歓迎！

恵庭 正 ア パ 販売

同時募集

2店舗

同時募集！

時　間▶ 月・火・水曜日/9:00～17:00
の間（作業内容によって変動
有、応相談）

　　　　木・金曜日/1地域、2h程度～
給　与▶ 時給900円　　
勤　務▶ 週4～5日 ※応相談
資　格▶ 年齢不問、車通勤できる方
待　遇▶ 交通費規定支給  

※委細面談にて 

まずはお気軽にお電話ください！

千歳市北斗4丁目13番20号 ☎0123-27-0911
■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

木

金
300軒程度で、配布地域はその都度変わります。
※詳細は面接の際にご説明いたします！

　　　　  の配布

水 チラシの折込、梱包

火

月 折込チラシの
仕分けや
チラシの荷受け

一
週
間
の
主
な
流
れ

千歳・恵庭 パ 業務スタッフ

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

担当/橘070-7400-4434

〒066-0047 千歳市本町5丁目1502-1
くらしさ千歳
小規模多機能型ホーム

㈱元気な介護

仕　事▶ ご利用者様の身の回りにおける食事や入浴、排せつ介助等、介護業務全般
資　格▶未経験者大歓迎、資格・経験不問
時　間▶ 早番/7:00～16:00or8:00～17:00 

日勤/9:00～18:00 
遅番/10:00～19:00or12:00～21:00 
夜勤/21:00～翌7:00

給　与▶ 月収178,000～205,000円　※経験による 
※夜勤5回分含む（夜勤手当5,000円/回）

休　日▶シフト制
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、資格取得支援制度有

◆ 介護スタッフ/正社員
☆ 介護は初めて、働いてみたいけどハードルが高いと感じている方は、 
是非見学にお越しください！

仕　事▶ご利用者様のお食事の簡単な調理、盛付など
資　格▶資格・経験不問、性別不問
時　間▶14:30～18:30、15:00～19:00
給　与▶時給910円～
勤　務▶週3日～　※応相談
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、制服貸与、 

昇給年1回、資格取得支援制度有、社員登用有

◆ 厨房スタッフ/パート
☆午後のみ！短時間のお仕事です！

仕　事▶ ご利用者様の身の回りにおける食事や入浴、 
排せつ介助等、介護業務全般

資　格▶ 資格・経験不問、性別不問、夜勤可能であれば尚可、
土日祝勤務できる方

給　与▶ 無資格・初任者研修・実務者研修/時給1,010円 
介護福祉士/時給1,040円

時　間▶7:00～20:00の間で5h以上
勤　務▶週3日以上　※応相談
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、制服貸与、 

昇給年1回、資格取得支援制度有、社員登用有

◆ 介護スタッフ/パート
☆ 夜勤専従も可。面接時にお問い合わせください。
☆ 子育て中のスタッフも多数活躍中！家庭との両立ができる
ようフォローし合い、働きやすい環境づくりをしています♪

介護
厨房

＆

千歳 正 パ 介護 パ 厨房

スタッフ募集！

事務員 募 集

追分あけぼの会安平町追分
青葉1丁目102番地

☎0145-25-2233 担当/小林、木村
まずはお気軽にお電話ください。委細面談。 

仕　事▶ 伝票入力、専用フォームへの入力作業、 
外勤（銀行等、法人車使用/AT車)、他、庶務業務

資　格▶ 59歳以下（定年雇い止めの為）、高卒以上、 
社会福祉法人での経理事務又は総務事務経験、 
PC入力可能な方、要普通自動車免許

給　与▶月165,000～201,200円　※各種手当含む
休　日▶週休二日　※シフト制　※年間休日118日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

駐車場有、昇給・賞与有、試用期間3ヶ月
勤務先▶ 特別養護老人ホーム 

追分陽光苑/安平町追分青葉1丁目102

社会福祉法人

安平 正 事務

時　間▶ 24:00～翌8:00
給　与▶ 22時～翌5時/時給1,125円 

5時～8時/時給900円
勤　務▶ 週1日～　 ※応相談
待　遇▶  制服貸与、車通勤可、深夜割増有、 

社保・雇保完備、正社員登用の途有、 
福利厚生制度有（飲食店・カラオケ店等の特別割引優遇）
まずはお気軽にお電話ください。

担当/井上応募 ☎26-2096
セブンイレブン千歳北栄店
㈱いのうえ 千歳市北栄2丁目24-5

スタッフ追加募集
週1日～
1日3h～ 週末のみ

WワークOK

OK OK

OK

千歳 ア パ 店内業務全般


