
2022年4月8日（金）ちゃんと 14

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

お問い合わせのみも可!! 【担当/山崎】 ☎22-5511
千歳市日の出
1丁目1-31-6グループホームゆうび

★★未経験者歓迎!!★★
職場見学可能です!! 働きながらの資格

取得も可能です!!

仕　事▶ 認知症高齢者の介護全般
資　格▶ 学歴・経験不問、18歳以上（省令2)
給　与▶ 契/月170,000円～ 

　 ※ 処遇改善・夜勤手当4回分含む（5,000円/回）
　　　　パ/時給940～1,000円
時　間▶ ①6:30～15:00 ②8:45～17:15 

③11:00～19:30 ④17:30～翌9:00 
※パートは8:45～13:00　※週5日位の勤務

休　日▶ シフト制（4週8休）
待　遇▶ 社保完備（勤務時間による）、車通勤可、有給休暇、 

試用期間6ヶ月、正社員登用有、交通費規定支給、 
福利厚生リロクラブ加入

千歳 契 パ 介護員

仕　事▶ 納入業者からの受入・配材（工場内）の
管理業務。

資　格▶ フォークリフト・クレーン資格あれば尚可
給　与▶時給1,400円
時　間▶8:00～17:00（実働8h）
休　日▶ 土日祝、GW（4/30～5/8）、 

お盆休暇（8/13～8/21）
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇制度、制服貸与、 

交通費規定支給、 
車通勤可(駐車場完備)

勤務先▶ ㈱IHIアグリテック構内 
(千歳市上長都1061-2)

お電話の上、面接時に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-4368
 miyoshi-konpou-3443@m7.dion.ne.jp

千歳市上長都1061-2 ㈱IHIアグリテック構内
三好梱包商事㈲ 千歳事業所

一般労働者派遣事業(派01-301226)

生産管理スタッフ 
募集

千歳 派 生産管理

時　間▶16:00～18:30（実働2.5h）
勤　務▶週1～3日程度
休　日▶日曜日

時　間▶16:00～19:00（実働3h）
勤　務▶週5日　※車通勤可
休　日▶日曜日
◆流通3丁目/デイサービス

◆新富1丁目3-5

時　間▶ ①6:00～10:00（実働4h） 
②17:30～20:00（実働2.5h）

勤　務▶月～金曜、週2日～　※シフト制、応相談

◆北光2丁目/院内

Wワーク 
  OK！

給　与▶時給890円
待　遇▶交通費規定支給、車通勤不可共通項目

千歳市美々新千歳空港内 ターミナル アネックスビル2F

受付/9～17時
※日・祝を除く

■総合施設管理 千歳支店日興美装工業㈱

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

清掃
スタッフ募集中

千歳市内のお仕事です♪

千歳 ア パ 清掃

時　間▶ ①12：00～17：00　②17：00～22：00 
③2:00～6:00

給　与▶ 時給889円　※22時～翌5時/時給1,112円
勤　務▶週2日～ ※応相談
待　遇▶ 雇用保険有（勤務時間による）、制服貸与、 

車通勤可、マスク支給

恵庭市黄金北1丁目12-6恵庭黄金北店

☎0123-34-5529応
募 担当/小川

バイトデビューも大歓迎★
★休日希望伺います!
★ 自動釣銭機のため、 
初心者でもカンタンに使えます♪

経験は問いません♪扶養内・学生歓迎！

お待ちしています！

恵庭 ア パ 店内業務全般

＼仕事探すなら／

み
ん
な
で
一
斉
に

　
　
　

　
　
　
お
仕
事
探
す
よ
！

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
ご希望の面接日時をお知らせください。随時面接します。

☎36-8050 【受付/月～金 9～17時】

仕　事▶ 園芸作業
時　間▶ 8:00～17:00（フルタイム）
給　与▶ 時給950円
勤　務▶ シフト制、応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、 

時間外作業は25～60%割増

《期間》即日～6月（9月までの延長OK）まで
★ 配送（4t箱車）
　できる方は…… 時給1,500円!!

http://www.sungarden-web.com/
株式会社サンガーデン恵庭市 

西島松561-4

ガーデニングスタッフ

スタッフ追加募集
サンガーデン株式会社

すぐ 
働けます！

恵庭 ア パ ガーデニングスタッフ

仕　事▶入出庫作業、商品管理
資　格▶未経験者歓迎、経験者優遇、要普免
給　与▶時給950円
時　間▶ 7:00～16:00(実働8h) 

12:00～17:00(実働5h)　※シフト制
休　日▶週2日以上
勤　務▶週3日以上
待　遇▶ 各社保完備（勤務による）、交通費規定支給、 

車通勤可、有給休暇

◆ パート

まずはお気軽にお電話ください。 
面接時、写真付き履歴書をお持ちください。 

面接は北広島営業所で行います。

北広島市島松248番地1
株式会社　三協輸送サービス
 080-8289-9283 担当/髙村

受付/平日9:00～18:00

ピッキング 
スタッフ 募

集

長期勤務 
できる方 
歓迎

未経験者歓迎

勤務先：（株）三協輸送サービス　北広島営業所

（株）三協輸送サービス 
北広島菓子DCでも同時募集！
北広島市大曲工業団地6丁目3-10

北広島 パ ピッキング

通年 
アルバイト

募集‼
10名

未経験歓迎
高校生OK!

10名
募集!!

短期4月29日～ 5月5日

募集‼短期 アルバイト

時給1,100円!!

千歳支店 〒066-0077 千歳市上長都1050番地1

履歴書（写真付）に、送迎バス・車利用の有無を記入の上、郵送 
またはお持ちください。採否は文書郵送にてお知らせいたします。

☎0123-24-2126
【受付/9～17時 担当/北橋】

仕　事▶ ホテル客室用品（シーツ、タオルなど）の分類 
及び仕上げ、包装作業など

資　格▶ 高校生以上、未経験者歓迎、かけもち勤務OK
期　間▶ ①4月29日～5月5日 

②通年アルバイト、土・日・祝のみ出勤出来る方
時　間▶ 9:00～17:00（休憩70分）
給　与▶ ①時給1,100円 

②時給950円
待　遇▶ 送迎バス有、車通勤可

★以前当社で働いた方は電話してください!!

通年アルバイト10名 時
給950円

千歳 ア 工場軽作業

24時間受付OK！ 
お気軽にお電話ください。 0120-172-642

千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F
当社は「社団法人 日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号 派01-300587㈱アスクゲートノース

給　与▶ 時給1,050円～＋交通費規定支給 
※22時以降深夜割増有

時　間▶ ①8:30～17:30 
②15:00～24:00 
③17:00～翌2:00 
※①～③で希望の時間帯

期　間▶ 即日～長期
休　日▶土日　※工場カレンダーによる

1,050

1,000 1,100
給　与▶ 時給1,000～1,100円　※22時以降深夜割増有
時　間▶ ①18:00～22:30（夏は23:30まで） 

②8:00～20:00内の8hシフト
期　間▶ ①長期　②即日～10月末
休　日▶シフト制　※出勤日数の相談可能

仕　事▶PC入力や電話対応など
給　与▶ 時給1,000円～
時　間▶  8:20～16:20
期　間▶長期
休　日▶ 日曜

1,000

給　与▶ 時給968～1,000円 
※22時以降深夜割増有

時　間▶ ①9:00～18:00　②12:00～21:00 
③15:00～24:00　④18:00～翌3:00 
※①～④のうち、ご希望の時間帯 
※日勤帯は他の時間帯も有

期　間▶即日～長期
休　日▶ 週休2日、シフト制

968 1,000

4/12（火） 4/13（水）出張登録会 開催 北ガス文化ホール（千歳市民文化センター）　小会議室2
9:30～12:00 13:00～17:00

千歳・恵庭 派 レンタカー業務、洋菓子製造、事務、仕分け

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

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、他日数応相談
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！
★デザイン業務経験者大歓迎！

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

スタッフ
募集！

ウェブサイトもご覧ください▼ 
※24時間365日応募受付OK!

仕　事▶ 入院病棟での看護師の補助業務 
（事務補助、電話対応、軽介助）

資　格▶ 高卒以上、資格不問、医療事務経験あれば尚可
給　与▶ 時給1,100円
時　間▶ 月・火・木・金/8:45～17：30 

水・土/8:45～12:45 
※時間・勤務日応相談

休　日▶日曜、祝日、年末年始

病棟クラーク 準職員

社会福祉士 正職員
仕　事▶患者様の相談や支援に係る業務全般
資　格▶ 社会福祉士資格、Excel・Wordの基本操作、 

社会福祉士の業務経験があれば尚可
給　与▶※詳細は面談にてお伝えします。
時　間▶ ①8:45～17:30　②8:45～12:45（水・土)
休　日▶シフト制

《共通項目》 
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

施設員

社会福祉士
病棟クラーク

（医）豊友会 千歳豊友会病院 Chitose Houyukai Hospital

〒066-0034 千歳市富丘1丁目618-6
医療法人社団 豊友会 千歳豊友会病院 
人事担当宛☎24-4191

電話

 

https://www.foryou-hp.or.jp

施設員 準職員
仕　事▶  病院内の施設・設備管理全般
資　格▶ 要普通免許（AT限定可）、大型特殊免許、 

危険物第二類、四類あれば尚可、 
18歳以上（深夜勤務があるため）

給　与▶日給9,500円　宿直１回/16,000円
時　間▶  ①8:45～17:30　②17:30～翌8:45(月5回程度）
休　日▶週休2日+祝日　※シフト制

通所リハビリアシスタントも随時募集！

未経験者も
応募可

扶養内可

千歳 正 社会福祉士準 病棟クラーク、施設員

女性ドライバーも積極採用中！

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許 ★二種免許取得養成制度有
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

休　日▶週休2日
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180,000円～　夜勤/月220,000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）

ドライブレコーダー･GPS･防犯ガラス有!!安心して働ける♪

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

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。
勤務日は相談の上決定。希望収入をお聞かせください♪

さわやか無線センター

無理せず働く！

週休2日制

タクシードライバー
募 集

千歳 正 嘱 タクシー乗務員

未経験者 
歓迎

日勤のみ♪


