
2022 年 4 月 22 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

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

駐車場管理駐車場管理
ドライバードライバー

募募
集集

千歳 ア パ 駐車場管理、ドライバー

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

千歳市北陽1丁目2-1フードD365千歳店
担当/加々谷☎27-5370

仕　事▶�簡単なお惣菜の調理、パック詰め
時　間▶�8:00～12:00
給　与▶�時給899円
勤　務▶週3～4日
待　遇▶�雇用保険（勤務時間により加入）、�

有給休暇有、制服貸与

Qua ity & Discount

勤務日数・休日応相談!!
スタッフ募集！

◆デリカ◆デリカ

千歳 ア パ デリカ

(1)

資　格▶�未経験者歓迎､車通勤できる方
時　間▶�8:45～21:30の間で実働8hシフト制
勤　務▶��4週6休(シフト制)､他休み有��

※年間休日数104日
給　与▶��【店長】月300,000円〜(経験･年齢等考慮) 

【店長候補】月200,000円〜（経験・年齢等考慮）
待　遇▶�各社保完備､車通勤可能、制服貸与､昇給有､

交通費規定支給(上限有)、有給休暇

月 

収
店長 3030万円〜万円〜

店長候補 2020万円〜万円〜

正社員

資　格▶�未経験者歓迎､主婦(夫)･学生(高校生)･�
フリーター歓迎

時　間▶�8:45～21:30の間実働4～8h(応相談)�
【勤務時間例】�
8:45～14:00、11:00～15:00、�
17:00～21:00、17:00～21:30、�
8:45～17:00等�
★希望時間はご相談ください｡

勤　務▶�週1～6日�
★土日祝休み、土日祝のみ、Wワーク、�
　週3日程度等、まずはご相談ください。

給　与▶�時給950〜1,000円（扶養内勤務OK） 
※試用期間1ヶ月間(期間中/時給900円)

待　遇▶�各社保完備(勤務による)､車通勤可能、�
制服貸与､昇給有､有給休暇､�
交通費規定支給(上限有)

950〜950〜1,0001,000円円時 

給

アルバイト・パート

ミスターカレー イオン千歳店
千歳市栄町6丁目51

まずはお気軽にお電話ください｡ 
面接時には写真付履歴書をお持ちください。

（店舗）☎0123-25-5207
（担当）080-9285-9020

希望シフト制!

キッチンスタッフキッチンスタッフ
勤務は1日〜OK勤務は1日〜OK
フルタイムでしっかり稼ぐもよし!

扶養内で無理なく働くもよし!

(1)

イオンイオン
千歳店千歳店

募募
集集

学校行事や家族のイベント等 
あらかじめお休み希望を聞いてから 
シフトを組むので予定がたてやすい！

テスト休みやプライベートとの 
両立も可能♪

千歳 正 ア パ キッチン

スタッフスタッフ
募集！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

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。
〒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☎24-4191

電話

応募はコチラでも 
簡単にできます!

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！

未経験者も未経験者も
応募可応募可

扶養内可扶養内可

千歳 正 社会福祉士準 病棟クラーク、施設員

WEBサイトで手軽におシゴト探せます

まずはアクセス！

外出先でも

検索ちゃんと 求人ナビ
https://chanto.biz/qnavi/

WEB限定

公開案件も有!

いつもの
移動時間

でも

千歳

☎0123-21-8892応募
千歳市住吉�
5丁目1-24ちとせスマイル保育園認可保育所

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］8:00～17:00の間で5h（シフト制）

◆正職員
◆準職員
◆パート

保育士 保育士 
募集♪募集♪

正 準 パ 保育士

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

就労支援金5万円支給就労支援金5万円支給
（正職員のみ/試用期間終了後）（正職員のみ/試用期間終了後）

新卒新卒の方も、の方も、
ブランクブランクのある方ものある方も

大歓迎!!大歓迎!!

千歳

〈担当/澤崎〉

恵庭

☎0123-34-2796応募
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

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］8:00～17:00の間で5h（シフト制）

正職員 準職員 パート

保育士募集保育士募集

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

就労支援金5万円支給就労支援金5万円支給
（正職員のみ/試用期間終了後）（正職員のみ/試用期間終了後）

勤務開始日ご相談ください！勤務開始日ご相談ください！

正 準 パ 保育士

〈担当/田澤〉

［正社員］ハウスアドバイザー
仕　事▶物件の案内・説明、契約に係る業務
時　間▶�9:30～18:30�※残業ほぼなし�
給　与▶�月172,000円〜
資　格▶�高卒以上、要普免、基本的なPC操作可能な

方、業界経験者歓迎、有資格者優遇�
休　日▶シフト制�※�月7日以上/年間105日
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）

AbleNetwork千歳駅前店

〒066-0062 千歳市千代田町6-11

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

する為の募集です。

★�お客様からの「ありがとう」の言葉にやりがいを感じます。

●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☎0123-40-3000

http://www.peace-room.co.jp

千歳 正 ハウスアドバイザー

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。

春からお仕事始めませんか？

清掃清掃スタッフ募集！スタッフ募集！
ショッピングモールのショッピングモールの

0120-03-6323
　080-2871-5294

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給889円
待　遇▶�労災保険、制服貸与、�

交通費規定支給、車通勤可
時　間▶�①8:00～11:30�

②14:30～19:30�
※シフト制

勤　務▶�週5日程度
待　遇▶�労災保険、制服貸与、�

交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ちとせモール/千歳市勇舞8丁目1-1

◆◆  未経験未経験大歓迎！大歓迎！◆◆  ブランクブランクある方もOK!ある方もOK!
◆◆  日数日数ややお休みお休み等ご相談ください♪等ご相談ください♪

千歳 パ 清掃

親切･丁寧に指導いたしますので未経験者でも安心！

清掃員・湯張作業清掃員・湯張作業 募募
集集

日本管財サービス株式会社
〒066-0015　千歳市青葉8丁目3番1号

担当/高倉☎ 24-0800応募

仕　事▶簡単な機械操作
資　格▶資格不要、未経験者歓迎
時　間▶�5:30～9:30�※実働4h�

（時々0.5hの延長有）
給　与▶時給920円
勤　務▶�月10日程度�※年中無休
《共通項目》
勤務先▶�千歳乃湯�えん（千歳市真々地3丁目）
待　遇▶�労災保険、制服貸与、�

交通費規定支給、車通勤可

仕　事▶男女脱衣所･浴場内の巡回清掃
資　格▶未経験者歓迎
時　間▶�①13:30～21:50（実働3～4.5h）�

②17:20～21:50（実働4.5h）
給　与▶時給920円〜 ※17:20〜は時給960円
勤　務▶シフト制�※時間日数要相談�※年中無休

◆清掃

◆機械操作（湯場の湯張作業）

千歳 パ 清掃、湯場の湯張作業

＼仕事探すなら／

飲み終わったら
すぐに電話しよう

HEIWA KOUSAN CO.,LTD. ■千歳本社/千歳市千代田町6丁目8番地 平和駅前ビル 4F

0120-213015（株）平和恒産

千歳駅前店AbleNetwork
AbleNetwork

TEL.0123-40-0300
恵　庭　店 恵庭市緑町2-3-7 TEL.0123-39-3002

賃貸仲介実績
「全国No.1」

千歳市千代田町6丁目11番地

不動産のピースHOME SWEET HOMEHOME SWEET HOME


