
2022年5月20日（金）ちゃんと 8

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

勤務日数・休日応相談!!

Qua ity & Discount スタッフ募集！

給　与▶ 時給899円
時　間▶ 8:30～13:00、 

13:00～17:00
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

◆レジ

扶養内 
  勤務可♪

千歳 ア パ レジ

仕　事▶  接客、査定、買取等の店舗営業業務
資　格▶ 未経験者歓迎、土日祝勤務可能な方
給　与▶ 時給1,100円　 

※試用期間3ヶ月/時給950円
時　間▶  10:00～19:00の間で5～8h　 

※応相談
勤　務▶ 土日含む週3～5日　※応相談
待　遇▶ 各社保完備、 

交通費規定支給、車通勤可

恵庭市恵み野里美2-15 フレスポ恵み野モール棟 

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-25-5551
買取専門店 恵庭フレスポ恵み野店わかば

受付/10～19時
担当/柳田

恵庭 パ 店内業務
ブランド品の知識や業界の 
専門知識は一切不要ですスタッフ募集!

未経験者
歓迎!

恵庭市北柏木町3丁目26
千歳市美々1292番地39号

恵庭営業所
千歳営業所

充実の好待遇！ 資格取得制度でスキルアップも！

仕　事▶ 建設機械の軽整備、営業
資　格▶ 高卒以上、未経験者歓迎、経験者優遇、要普免、

中型免許（入社後に会社負担にて取得）
給　与▶ 月給205,805円+諸手当 ※昇給年1回有
時　間▶  8:00～17:30（実働8h、シフト制）
休　日▶ 日曜、祝日他、GW、夏季・冬季休暇 

※土曜日は隔週休み 
★冬季リフレッシュ休暇有

待　遇▶ 各社保完備、昇給年1回、賞与年2回、 
交通費規定支給、車通勤可、諸手当（超過勤務、
通勤、営業、家族、住宅）有、資格取得制度有

勤務先▶ 恵庭・千歳

軽整備 正社員募集営業

冬季リフレッシュ休暇有（5日～9日連続必取）

[履歴書送付先]
〒007-0824 札幌市東区東雁来4条1丁目1番37号
富士レンタル株式会社 管理部

☎011-786-5401
http://www.fujirental.co.jp/contact/お問合せフォーム

担当/鬼原（キハラ）

お電話にてご連絡の上、下記の住所まで写真付き履歴書を
郵送ください。書類選考後、試験日時等ご案内致します。

「Q人ナビを見ました」とお伝え頂くとスムーズです。
（メールの方は一言添えてください）

応募

千歳・恵庭 正 軽整備、営業

期　間▶ 即日～長期（3ヶ月毎の更新制）
仕　事▶ 事務所内で窓口受付や電話取次ぎ、文書

受付や会館貸出などの庶務・一般事務業
務、その他補助業務

資　格▶ パソコン操作できる方、普通自動車運転免許
給　与▶時給950円
時　間▶  8:50～17:00の間で実働5h～
休　日▶ 土・日・祝日ほか年末年始 
待　遇▶ 各社保完備、車通勤可

庶務・一般事務スタッフ

小さなお子様がいても安心！

働き方ご相談ください
お子様の予定に合わせて調整OK!!時間

応相談

恵庭市 
京町80番地

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-34-1111
恵庭商工会議所

［担当］
周防（すおう）

恵庭 パ 庶務・一般事務

登録制の
お仕事です!
★登録期間1年
★継続更新可能
★性別・年齢不問

時
給 円～950

千歳 パ 農作業、収穫作業

千歳営農センター営農振興課
〒066-0035 千歳市高台5丁目1-15

仕　事▶ 千歳市内の農家での農作業､
収穫作業

資　格▶ 健康で体力に自信のある方、
車通勤可能な方

給　与▶基本時給950円～
時　間▶ 8:00～17:00 

（作業状況で若干の変更有）
期　間▶ 10月下旬頃まで 

（12～2月休み）
休　日▶ 詳細は登録時にて 

（週2～3日の勤務でもOK）
待　遇▶ 労災保険有､交通費規定支給 

（1日350～600円）
勤務先▶千歳市内の農家

申込連絡の際、登録日をお知らせします。履歴書は不要です。

☎0123-23-5600 担当/
阿部・半澤

（受付時間 月～金 10:00～16:00）

スタッフ募集!
健康で体を動かすのが好きな方にぴったりなお仕事です♪

農作業・収穫作業

デザイナー募集
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の基本操作必須 

★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95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

〒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

◆ 正社員

★ デザイン未経験者も 
応募可！

★ デザイン業務経験者 
大歓迎！

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-27-0911
採用担当/葉多埜・髙橋

仕　事▶ 浴場内・岩盤浴場内、館内共用部分の 
モップ掛けや消毒等の簡単な清掃

時　間▶ 6:00～9:00
給　与▶時給890円～
勤　務▶週2～4日
待　遇▶ 労災保険、 

交通費規定支給、 
制服貸与、車通勤可（無料駐車場有）、 
従業員割引有（一緒に来店した家族も対象）、 
仕事終わりの温泉入浴無料

恵庭市戸磯
397-2えにわ温泉 ほのか

担当/なんば・こんどう☎32-2615応募

早朝清掃
恵庭 パ 清掃

WワークもOK
日数応相談

スタッフ
募集！

給　与▶ 月給350,000円～ 
＋管理手当100,000円

時　間▶  月木金/9:00～17:00 
火水/9:00～18:00 
土/9:00～12:00 
※残業ほぼなし

待　遇▶ 各社保完備、交通費全額支給、車通勤可
勤務先▶ 合同会社YAKUDACHI すずき薬局 

（千歳市住吉3丁目16-11）

【問合せ】 ☎0123-26-1200　担当/鈴木

写真付履歴書を
ご郵送ください。千歳市住吉3丁目16-11

合同会社 YAKUDACHI

薬 剤 師 急 募 !

異動・転勤 
なし！

千歳 正 薬剤師

道内最大のネットワーク 北交ハイヤー

千歳市信濃1丁目8番14号千歳北交ハイヤー㈱ ☎23-4145応募 ［担当］渡辺・松口

資　格▶ 要普免（運転経験1年以上） ★AT限定可 
※ 運転経験1年以上、3年以下の方は受験資格特
例教習受講者に限る。

時　間▶ ［朝］①5:00～14:30 ②7:30～17:00 
［夕・夜］ ①17:00～翌2:30　②20:00～翌5:30

　　　　※［朝］［夕・夜］選択制  
　　　　※いずれも実働6.5h、休憩3h 
　　　　※昼勤、夜勤、隔日勤（応相談）
勤　務▶ 4出勤→公休→4勤務→公休→3勤務→公休の繰り返し
給　与▶ 歩合制 

例： 正社員/月182,962円 
（昼勤、25日出勤の場合） 
嘱託/月172,200円 
（昼勤、25日出勤の場合）

待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、燃料手当、無事故手当、 
有給休暇、慶弔休暇、育児・介護休暇、二種免許取
得養成制度有

入社支度金制度

※規定有

未経験者
OK!! 

10~30 利用可!万
円

賃金保証制度 月25 支給!6ヶ月間 万
円

二種免許取得条件が 
19歳以上、普通免許保持1年以上に

緩和されます。
二種免許取得は、当社でバックアップ♪
ドライバーデビューしませんか？

千歳 正 嘱 タクシードライバー

仕　事▶ 客室のベッドメイキング、 
客室清掃

給　与▶ 時給900円～
時　間▶ 基本時間10:00～14:00 

※基本時間以外の勤務時間相談可
休　日▶シフト制
待　遇▶ 社保完備、交通規定支給、制服貸与
勤務先▶ ANAクラウンプラザホテル千歳 

（千歳市北栄2丁目2-1） 
※駐車場無し

ANAクラウンプラザホテル千歳

担当/吉田応募  090-4612-9624
千歳市富丘4丁目1-7北海道エイト株式会社

★面接時、履歴書不要 ★年齢不問

客室清掃スタッフ募集!!

未経験者歓迎！
お気軽にお電話ください♪

千歳 ア パ 客室清掃

期　間▶即日～長期
時　間▶ 9:00～17:00
給　与▶ 時給1,007円～
休　日▶ 水曜・日曜休み 

（週4日～出勤日数の相談可能）

期　間▶短期（2ヶ月～）
時　間▶ 6:00～15:00内の4～8h 

※相談可能
給　与▶ 時給1,100円～
休　日▶週2～4日　※相談可能

千歳・恵庭・他

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

派 食品製造補助、食品の検品・梱包、野菜のカット・乾燥・梱包、調理補助

期　間▶即日～長期
時　間▶ ①9:00～13:30　②9:00～18:00 

③13:30～18:00　④18:00～22:00 
※①～④で希望の時間帯

給　与▶ 時給950円～
休　日▶ 水・日

期　間▶ 6月下旬～翌2月中旬
時　間▶ ①8:00～16:00　②16:00～24:00 

※①②で希望の時間帯
給　与▶ 時給972円～ 

※22時以降深夜割増有
休　日▶土・日・祝

 

登録会開催 9:00
〜
12：00

5/26木
千歳市民文化センター 千歳市北栄2丁目2番11号
場 所

日時
時間

相談だけでもOK! ご参加、お待ちしております。

㈱魚国総本社 北海道支社
札幌市白石区南郷通20丁目南2番39号　☎011-863-4421

仕　事▶ 調理、配食、切菜、炊飯、洗い物等の厨房業務全般
資　格▶ 調理師免許　※大量調理等経験者優遇
時　間▶ 早番/4:00～13:30 

遅番/9:00～18:30 
※実働8h

給　与▶ 契約/月給235,000～245,000円 
パ/時給1,200円～

休　日▶月平均8日、GW・お盆・年末年始

② 調理師［契約/8hパート］

仕　事▶事業所業務全般、労務管理
資　格▶ 調理師免許、大量調理経験者、 

PC操作可能な方
時　間▶ 早番/4:00～13:30　遅番/9:00～18:30 

※実働8h シフト制
給　与▶ 月22～25万円　※責任者・資格手当含む 

家族手当(配偶者/12,000円 子/3,000円）・
冬期燃料手当・賞与年2回

休　日▶月平均8日、GW、お盆、年末年始

① 事業所責任者/正社員

受付/平日9～17時
担当/中村・杉本0120-442-105

● 電話での応募後、現地にて面接いたします。

仕　事▶配食、切菜、炊飯、洗い物等の厨房業務
資　格▶未経験者歓迎
時　間▶ ◆8hパート 

　早番/4:00～13:30 
　遅番/9:00～18:30　※実働8h シフト制 
◆4hパート 
　4:00～18:30　※実働4h シフト制

給　与▶ 8hパート/時給1,150円～ 
4hパート/時給1,000円

休　日▶ 8hパート/月平均8日 
4hパート/月平均10日 
GW・お盆・年末年始

③ 厨房作業補助/8hパート・4hパート

待　遇▶ 社会保険または雇用保険、交通費規定支給、 
有給休暇、制服貸与、車通勤可

共通項目

福利厚生 
充実!

日数希望 
相談OK

早朝4～5時 
給与25%割増

車通勤 
OK

勤務先▶陸上自衛隊 東千歳駐屯地内食堂 千歳市祝梅1016

事業所責任者

厨房作業補助

調理師
スタッフ
募集!!

千歳 正 事業所責任者契 パ 調理師パ 厨房作業補助


