
2022年5月27日（金） ちゃんと17

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

まずはお気軽にお電話ください！

仕　事▶セルフエステサロン受付、インストラクター
給　与▶ 【正社員】 月給214,397～350,000円 

(基本給185,000円＋固定残業22h 29,397
円含む) 
【パート】 時給950～1,050円

時　間▶ 10:00～20:00の間でシフト制 
(パートは1日4h～、16:00～20:00勤務歓迎、
土日祝のみの勤務歓迎)

休　日▶ 年間休日105日、年3回まで4連休取得可
待　遇▶ 社保完備、車通勤可、交通費支給（月1万円迄）、 

脱毛無料、ボーナス・賞与有、制服有、 
副業・WワークOK、社員登用有

担当/川崎 070-8431-9437
千歳市東郊2丁目7-1　ホクレン東郊店内
SELF BEAUTY gracia千歳店

セルフエステサロン受付 インストラクター
千歳 正 パ 受付、インストラクター

募集

給　与▶ ①時給950円～　②時給889円～
時　間▶ ①8:30～16:15（実働7h　休憩45分） 

②10:00～15:00（実働4.5h　休憩30分） 
※多少の残業の場合有

休　日▶ ①週休2日制　※シフト制
勤　務▶ ②週3日～OK 

※ フルで働きたい方（週30h以上）社保加入可、要相談
待　遇▶ 交通費規定支給、社保完備、制服貸与、有給休暇
勤務先▶千歳市幸町5丁目6-1

未経験者OK

札幌市北区北7条西1丁目2-6■ビルメンテナンス業

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
千歳にて面接を実施します。 担当/熊谷

☎011-707-5228
協和総合管理㈱ 札幌支社

ホテルの❶清掃責任者 ❷客室清掃者

車通勤OK

千歳 パ 清掃責任者、客室清掃者

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 募
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

恵庭も通勤圏内です♪
仕　事▶ 畑作業全般。 

花、ブロッコリー等の野菜の収穫、選果、 
管理作業等。

資　格▶ 未経験者歓迎、車通勤できる方
給　与▶時給920円
時　間▶ 6:00 or 8:00～17:00 

（3hからOK）
勤　務▶ 週2～6日（応相談） ※時期により繁忙期有 

※土日だけでも可
期　間▶11月末迄（多少変動有）

千歳市
釜加74番地2明成香農園㈱

あ せ か のうえん

スタッフ募集!!
WワークもOK

090-2813-5277
まずはお気軽にお電話ください。面接時履歴書は不要です。

※繁忙期のため、携帯におかけください。㈹☎22-1700

受付/8～17時
担当/東海林

千歳 ア パ 農作業

☎0123-27-0911 《採用担当》
葉多埜・髙橋

★デザイン未経験者も応募可！
★もちろん、即戦力大歓迎！

デザイナー募集

まずはお気軽にお電話ください。

〒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

◆ 正社員
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を使える方 

（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） 
※月曜日は若干の残業があります。

休　日▶日曜日、他4週6休（シフト制）
待　遇▶ 各社保完備、昇給・賞与有（業績による）、 

諸手当有、交通費規定支給、車通勤可、 
試用期間1ヶ月位有

千歳 正 デザイナー

仕　事▶ホール業務
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇
時　間▶18:00～24:00

◆ 本店

仕　事▶ 厨房（惣菜・弁当調理補助）、 
宅配業務、清掃業務

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許（AT可）、 
経験者優遇

時　間▶ 9:00～15:00の間で4h程度　※応相談

◆ 向陽台店

仕　事▶厨房（惣菜・弁当調理補助）、清掃等
資　格▶未経験者歓迎、経験者優遇
時　間▶9:00～20:00の間で4h程度　※応相談

◆ 航空自衛隊千歳基地店

《共通項目》
給　与▶ 時給900円　※22時以降時給1,125円
待　遇▶制服貸与、車通勤可（無料駐車場有）

い酒やえどや
【向陽台店】千歳市白樺2丁目5-8【本店】千歳市幸町1丁目16-1

本店希望

☎42-9103
千歳基地・向陽台店希望

☎21-9103

希望店舗へ電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

千歳 ア パ ホール業務、調理補助、宅配業務、清掃

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

恵庭

☎0120-35-0909
（通話無料/平日9～20時、土日9～18時）

応
募

0909workお仕事イロイロあります！

北日本事業統括部 千歳営業所㈱ジャパンクリエイト 千歳市千代田町5-5-1 戸田ビル2F 労働者派遣許可番号 （派）27-300717 有料職業紹介事業許可番号 27-ユ-300414

オススメ!

仕　事▶ 食パン製造及び仕分け作業
給　与▶ 時給990円～ 

※22～翌5時/時給1,238円
時　間▶ 24時間の間で実働4～5h 

※応相談
勤　務▶ 週3日～ ※休日応相談
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、 

車通勤可、制服貸与、 
退職金有（規定による）

★ 24時間の間で8h勤務のフルタイムも同時募集！時給960円～

長期

☆ お仕事イロイロ♪ 
面接会でご相談ください。お話だけでもOK!

恵庭市民会館/市民相談室
面接会 5/30月13:00 ~ 

16:00
開
催 パンの製造及び仕分け NO.1957-A-01恵庭市恵南

・選べるシフト・選べる時間帯・日払い・週払い可能

・扶養内OK ・Wワーク歓迎・主婦(夫)さん大活躍

派 工場内作業

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・共用清掃スタッフ 
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
◆ 共用清掃

◆ 客室清掃

給　与▶ 時給1,000円～
時　間▶ 7:00～13:00、12:00～17:00

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

共
通
項
目

仕　事▶ 生活情報紙「ちゃんと」
の折込・配布

資　格▶ 年齢不問（健康な方）
給　与▶ 1部配布7.5円～ 

（ページ数により変動あり） 
＋チラシ折込手当 
＋増ページ手当 
＋皆勤賞

勤　務▶ 毎週木・金曜（週1～2日）
時　間▶ 木曜/5:00～19:00　 

金曜/5:00～18:00の
間で実働1～3h位 
（配布場所による）

年齢不問

1ヶ月休まずがんばろう！

皆勤賞あ
り
‼

面接時
全員にプレゼント!!

なんと、、、
両方差し上げます!

お米5Kg!
ティッシュ5箱!

★ 他の配布地域もございます。詳しくはお電話でご相談ください！

配布員

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

島松本町1丁目

島松寿町1丁目

中島町4丁目

黄金南1・2丁目

北柏木町2丁目

文京町4丁目

美咲野1・5・6丁目

和光町2丁目

勇舞1丁目

富丘4丁目

稲穂2丁目

北斗2丁目

若草1丁目

白樺3丁目

文京4丁目

文京6丁目

恵
庭
市

千
歳
市

さん
募
集

の春 増員キャンペーン
※5月末まで

千歳・恵庭 委 配布員

千歳市錦町
2丁目10-3ビジネスホテル ホーリン
担当/さいとう☎0123-23-1166

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください。詳細は面談にて。

◆ルームメイク
仕　事▶ルームメイク（客室の清掃・準備）
資　格▶ 年齢不問、未経験者歓迎、 

土日祝も勤務できる方歓迎
給　与▶ 時給930円～ ※試用期間有
時　間▶10:00～14:00
勤　務▶週2～5日程度
待　遇▶ 交通費規定支給、皆勤手当 

当社規定により支給

年齢
不問

アルバイト･パート募集‼
未 経 験 者 歓 迎

千歳 ア パ ルームメイク

仕　事▶ フォークリフトや手作業でのイン
キ缶（1K～200K）の入荷、出荷、 
検品作業や、荷卸し業務

資　格▶ フォークリフト免許、年齢不問
給　与▶ 時給900円
時　間▶  9:00～12:00（3h） 

※業務により変動有　※委細面談にて
休　日▶ 土・日・祝日、お盆、年末年始
待　遇▶ 労災、有給休暇制度、 

試用期間有/同条件 
交通費規定支給（上限3,000円まで）

 090-4873-7503千歳市上長都1190-2 東洋インキ北海道株式会社内
株式会社キタイチロジスティックス 千歳事業所

お休み充実! 
年間休日120日♪

1名 
  募集‼

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

千歳 パ 倉庫管理業務

時間をかけて教えますので、 
未経験の方でも安心です!




