
2022年6月3日（金） ちゃんと9

資　格▶ 59歳以下※省令1号、要普通自動車免許、 
医療事務経験あれば尚可

給　与▶月150,000～202,400円
時　間▶9:00～17:30

資　格▶Excel・Wordの基本操作可能な方
給　与▶時給900円
時　間▶9:00～17:00の間で実働4h程度
勤　務▶週4～5日　※祝日勤務有

給　与▶時給950円
時　間▶8:50～13:20
勤　務▶週3～5日　※応相談

資　格▶ 高卒以上、経験者優遇、 
Excel・Wordの基本操作可能な方、 
要普通自動車免許

給　与▶月145,000～182,400円
時　間▶9:00～17:30

【正社員・契約社員共通項目】
休　日▶土日祝　※年間休日123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、燃料・扶養手当 千歳市桂木1丁目5-6

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

医療法人 資生会 千歳病院
☎0123-40-0700

担当/岩渕、菅井受付時間/ 月～金　9:00～17:30

◆ケアアシスタント（清掃）/パート　★扶養内勤務可

◆経理・庶務事務/契約社員　★正社員登用制度有

◆医療事務/正社員

◆備品・リネン管理事務/パート　★扶養内勤務可

【パート共通項目】
待　遇▶労災保険、交通費規定支給、車通勤可、賞与有

千歳 正 医療事務契 経理・庶務パ 清掃、管理事務

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
【受付/9～17時】担当/採用係☎35-3337

仕　事▶ 外来看護業務、院内清掃、採血、点滴、 
注射、患者に対しての説明、処置の準備、 
医療脱毛や美容の施術

資　格▶  看護師、准看護師
給　与▶ 時給1,400円
時　間▶ 8:30～18:00 

（昼休み/12:30～14:00）
休　日▶  日曜・祝日
待　遇▶  社保完備、雇用・労災・健康保険有、 

厚生年金有、交通費規定支給、制服貸与、 
車通勤可、昇給有、有給休暇有

〒061-1443　恵庭市栄恵町125番地

◆ 看護師・准看護師

明るく楽しく仕事をして、
職員、患者さんを笑顔にする
ことを目的としております。

恵庭 パ 看護師・准看護師

岩内郡岩内町字大浜476-18 

担当/採用係

まずはお電話ください。面接は千歳で行います。

☎0135-67-7477

仕　事▶ コーヒー豆を機械へ投入し挽く作業や挽い
た豆の計測作業などを行います。他、飲料水
の検査に伴う作業などを行います。

資　格▶ 学歴・経験・資格不問・18歳以上
時　間▶ 8:30～17:30 ※時差出勤有 

※残業有、月20h程度
勤　務▶ 月16日程度（年間平均）
休　日▶ 土日祝、他平日1日 

（状況により土日祝出勤の可能性有）
給　与▶ 時給1,000円
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、残業手当
勤務先▶千歳市北信濃864-1

㈱アイ・コネクション

工場内作業
スタッフ
欠員募集!!
勤務時間・日数  相談に応じます!!

千歳 ア 工場内作業

セコマグループの専用農園
でのお仕事です

〒069-1473　夕張郡長沼町西3線南1番地

【受付/8～17時】
（土日も受付有）

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-82-5666

仕　事▶ トマト・キュウリの栽培、収穫作業
資　格▶ 未経験者歓迎、高校生可
時　間▶ 8:00～17:00の間で応相談
給　与▶ 時給1,000円
休　日▶  シフト制 ※勤務日数応相談
期　間▶即日～8月末まで
待　遇▶  交通費規定支給、車通勤可

(株)北栄ファーム 長沼農場

恵庭在住スタッフ活躍中! 恵庭から車で25分!

時給1,000円！

その他 パ 農業

岩見沢市岡山町129-26

まずはお気軽にお電話ください。面接は現地で行います。
受付時間/8:30～18:00

株式会社 サン研ライフサービス
0120-537-917 担当/川崎

仕　事▶ 浴場・館内清掃
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給900円～ 

※試用期間/時給889円
時　間▶ 7:00～11:00　
休　日▶ シフト制　※応相談
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、車通勤可、有給休暇
勤務先▶ 恵庭温泉 ラ・フォーレ(恵庭市恵南4-1)

清掃スタッフ
年齢幅広く
活躍中!!

恵庭 パ 清掃
時給
900円
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まずはお気軽にお電話ください。 
※面接日、入社日、休日や夕方以降の面接も応相談。応募の秘密は厳守いたします。

仕　事▶ ホテルで使用されるシーツやタオルなどの入荷・洗濯～
乾燥、ロール機投入、ハンガーアップ、たたみ、プレス、 
出荷準備等。一部設備トラブル対応や、縫製業務も有。

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶月190,000円～
時　間▶8:30～17:30　※実働8h　休憩1h
休　日▶月8～9日　※年間休日107日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、無料駐車場有、 

昇給有、残業手当、皆勤手当、有給休暇、慶弔休暇、 
試用期間2ヶ月(同条件）

勤務先▶千歳市上長都4番地3

◆ リネン工場の生産スタッフ

 080-7958-2936 採用担当

10名 
募集

千歳市上長都4番地3

◆ 当社は、連結売上高900億円以上、グループ連結従業員6,000名以上の、不動産総合マネジメント会社である「ザイマックスグループ」の一員です。

株式会社　ザイマックスカレス北海道

新しい環境で 
気持ちよく働けます♪

一緒に働きやすい環境を作ってくれる、 
新しい仲間を大募集！
安定企業の一員として 
活躍してください！

 

千歳 契 リネン工場の生産

北広島
◆ 訪問看護師 ★訪問先へは社用車使用
給　与▶ 時給1,600円 

待機手当： 平日・土曜 1,000円 
日曜・祝日 2,000円

時　間▶8:50～17:15の間で4h～
勤　務▶ 週3～5日 

※勤務・時間応相談
待　遇▶ 社保完備、車通勤可、 

通勤手当（月16,000円まで）、 
昼食有、制服貸与

採用担当応募 ☎011-376-3911
医療法人社団 翔仁会

●就労支援金法人4万円、北広島市5万円～

訪問看護ステーション　リエゾン
北広島市輪厚704番地16

パ 訪問看護

HPはこちら⬇

★ 完全送迎・遅刻・早退すべて対応します。
仕　事▶ ①お菓子の箱製作 ②封筒製作 

③ ネット販売の登録・梱包・発送業務等のうちのいずれか
　　　　 ④レジンアクセサリー製作 ⑤施設外就労
資　格▶ 障がい者手帳をお持ちの方、受給者証をお持ちの方、 

医師の診断書か意見書をお持ちの方
報　酬▶工賃/1日950円～
時　間▶10:00～14:00
勤　務▶月～金 ※応相談
待　遇▶完全送迎有、食事有（自己負担/100円）、余暇活動有

就労支援B型事業所 ジョブタス千歳勇舞事業所 千歳市勇舞6丁目7番地2
◆事業所番号/0111100905

障がいのある方のためのお仕事です。

まずはお電話ください。

☎0123-29-4980

スタッフが手厚くサポートします。
ぜひ！見学に来てください！

千歳 他 製作他

休みやシフト調整の 
ご希望伺います！

担当/三浦☎011-841-1431

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は恵庭市内の勤務先にて行います。

仕　事▶ 幼稚園・保育園の給食・おやつの調理、 
盛付、食器洗浄など

時　間▶ 8:30～14:00の間で実働3.5～4ｈ（休憩30分）
※シフト制

給　与▶時給890円
勤　務▶ 月～金+月1回土曜　※長期休暇・閑散期は、週2～3日
待　遇▶ 各社保完備（加入は希望者のみ）、制服貸与、 

交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ 認定こども園「ひまわり幼稚園」/恵庭市黄金南6丁目2-2

札幌市白石区東札幌
5条2丁目8-19ユニオン給食株式会社

時給
890円

恵庭 ア パ 給食調理

勤務先▶千歳市中央
仕　事▶ 野菜乾燥工場での野菜の選別･機械への投

入･検品等の軽作業
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶ 時給1,000円+交通費規定支給 

※22時以降/時給1,250円
時　間▶ ①8:00～16:00 ②9:00～16:00 

③16:00～24:00
勤　務▶月～金曜
休　日▶土･日曜
期　間▶即日～12月末または2月中旬
待　遇▶ 交通費規定支給、各社保完備、残業手当別途

支給、週払い制度有、車通勤可

一般労働者派遣事業（派01-300285）千歳市東雲町
1丁目9-6

★随時面接致します

㈱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。

【月～金曜】9～18時

未経験者大歓迎！

★土･日曜お休み ★週払い制度有

080-5729-7602 （土日祝はこちらへ）
0120-357-337

時給1,000円
22時以降は時給1,250円

千歳 派 野菜乾燥工場での軽作業

〒066-0077 千歳市上長都1-2

(株)EVENT ONE
イベントワン

仕　事▶ イベント会場設営撤去業務、他
資　格▶ 要普通免許、 

準中型免許以上保持者尚可
給　与▶時給1,000～1,250円
時　間▶  9:30～18:30の間で要相談
勤　務▶ 週1日～OK
待　遇▶ 車通勤可、 

残業手当有（当社規定有）、 
正社員登用有 

勤務先▶千歳・恵庭・苫小牧
電話もしくはメールでご応募ください。

☎22-0055受付/10～18時 
担当/関根

 info@eventone.jp

イベントスタッフ
大 募 集
★ 自分に合った働き方を優遇します！ 
トラック免許あれば尚可！

WワークOK！
長期・短期OK!
社員登用有！

未経験者 
OK!

やる気のある方

千歳・恵庭・他 ア イベントスタッフ

仕　事▶ ①ホール ②キッチン  
③開店前清掃スタッフ

資　格▶ 未経験者歓迎、ホール・キッチンは 
学生可、高校生可

時　間▶ ①②10:00～翌2:00の間で実働3h～ 
※シフト制 
③8:00～10:00の間で実働2h

給　与▶ 一般/時給900円 
※22時以降/時給1,125円 
高校生/時給890円

勤　務▶ 週2日～ ※応相談
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、有給休暇、 

交通費規定支給（月15,000円迄)、 
車通勤可、食事補助有、昇給有

ヴィクトリアステーション千歳店
〒066-0062　千歳市千代田町4丁目6-1

まずはお気軽にお電話ください。

バイトデビュー、
主婦（夫）さん、
学生さん歓迎！

千歳

0120-941-314【受付】9～18時【担当】採用担当
Web応募はコチラの二次元コードから▶

ア パ ホール、キッチン、清掃

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

土地・建物
・不動産売買
土地・建物
・不動産売買
オフィス上森㈱
■北海道宅地建物取扱業協会会員　■宅地建物取扱業 北海道知事免許 石狩（3）第7902号

恵庭市
黄金北4丁目6-1

TEL（0123）33-6908

のことならのことなら

検索オフィス上森


