
2022年6月17日（金） ちゃんと7

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
道と川の駅「花ロードえにわ」敷地内
恵庭市南島松817-18 ☎36-2700

毎週木曜日は加工品Day！
通年営業

勤務先▶JR南千歳駅および近隣の駅
仕　事▶ 駅舎内全般の清掃（男女・バリアフリー

トイレ含む）、ゴミの収集・分別、他
時　間▶ 8:30～15:45 ※実働6.5h
給　与▶ 時給895円 ※試用期間3ヶ月有（同条件）
勤　務▶4週6休 ※シフト制、応相談
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇、 

交通費規定支給、制服貸与
お電話の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。担当/安藤

北海道クリーン・システム㈱ 札幌鉄道支店 空港営業所
千歳市美々JR新千歳空港駅舎内■JR北海道グループ

☎0123-45-7160 080-2877-3015

駅舎清掃スタッフ
募集!★女性活躍中!

千歳 パ 清掃

期　間▶ 2023年3月31日まで　※延長、通年も可
仕　事▶野菜の選別・加工等 
資　格▶ 未経験者歓迎 
給　与▶ 時給900円
時　間▶ 8:45～17:00  

※開始・終了時間はご相談ください!!
勤　務▶ 週3～6日で日数応相談  

★日曜日はお休みです。
待　遇▶ 車通勤の方は交通費規定支給、 

JR千歳駅からの送迎有 
※17時までの勤務の方

〒066-0051 
千歳市泉沢1007-134

青果物卸売り

株式会社 北 泉
担当/中野

【受付/平日9～18時】☎28-2695応募

お休み希望うかがいます！
急なお休みにも対応可！

扶養内
OK‼

未経験者 
  歓迎！

千歳 パ 野菜の選別・加工

資　格▶歯科衛生士
時　間▶ ①9:30～13:00　②14:30～17:00 

※①②いずれか、またはシフト制 
※時間や勤務日数希望、要相談

給　与▶時給1,200円～
勤　務▶週2～3日　※要相談 
休　日▶土・日・祝
待　遇▶雇用保険、交通費規定支給、制服貸与

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

歯科衛生士 募集！

スマイル デンタル クリニック 恵庭
〒061-1406 恵庭市和光町2丁目2番12号

☎32-8888 採用係

扶養内勤務も可能です♪

恵庭 パ 歯科衛生士

仕　事▶ ①バイクまたは軽四輪で郵便物等の配達 
②郵便局内で郵便物等の仕分け

資　格▶ 自力通勤可能な方、①は普通自動車免許ま
たは自動二輪免許（原付可）

給　与▶ ①時給1,100円 
　※契約更新後の最高時給1,550円 
②時給910円 
　※契約更新後の最高時給1,070円

時　間▶  ①8:00～21:00の間で8時間勤務 
②12:00～19:00の間で4時間勤務

勤　務▶ 週平均5日（シフト制）
期　間▶ 長期/6か月（試用期間2か月有） 

※契約更新制度有
待　遇▶ ①のみ制服貸与、交通費規定支給、 

社会保険制度有、 
契約更新後/ 昇給制度・有給休暇制度・ 

賞与・正社員登用制度有

☎ 0570-943-489
※ナビダイヤル:その他3番の3をお選びください。

受付/平日9時～17時　担当/星・白鳥

未経験者歓迎！　お気軽にお電話ください！

〒 恵庭郵便局 スタッフ募集！

恵庭市住吉町2丁目5-12
日本郵便 株式会社 恵庭郵便局

恵庭 契 配達、仕分け

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20 第12ふじやビル4F

☎22-5280 採用係

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

仕　事▶ ホール、廊下、各室、トイレ等の日常清掃
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶ 時給889円
時　間▶ 7:00～16:00　 

※実働7.5h　※延長有
休　日▶土曜日、他シフト制
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、交通費規定支

給、車通勤可
勤務先▶ 千歳市総合福祉センター 

/千歳市東雲町2丁目34

清掃契約
社員

スタッフ募集!

千歳 契 清掃

千歳市総合福祉センター（契約社員）

寿し・和食処ほうりん 千歳市幸町1丁目
ニューサンロード内

仕　事▶ ホール等店舗内業務
時　間▶ ①10:00～15:00 

②17:00～21:00または22:00
給　与▶ ①時給900円～ ②時給950円～
勤　務▶週2～3日
休　日▶日曜日
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、まかない付、 

試用期間有

担当/齊藤 ☎22-4711
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。

扶養内勤務OK
千歳 ア パ ホール

〒053-0006 苫小牧市新中野町2丁目18番11号
http://www.nds-web.co.jp☎ 0144-32-6204

〒059-1303 苫小牧市拓勇東町8丁目6番68号
http://www.to-ds.com☎ 0144-55-7191

仕　事▶ 採用後、自動車教習指導員となるための資格
取得を目指していただきます。取得に向けた
学習をしながら、学校運営の業務（送迎車の運
転業務等）も担当していただきます。 
資格取得へ向けては当社がしっかりサポート
しますのでご安心ください。（試験は年3回有）

資　格▶ 高卒以上、35歳以下（省令3）、 
普通自動車免許（AT限定不可・中型または
大型免許あれば尚可）

給　与▶ 資格取得前/月170,000円（各種手当無） 
資格取得後/月161,000～241,000円 
　　　　　+諸手当（役付手当、家族手当、 
　　　　　  業務手当、募集手当、他） 
※年齢や経験を考慮し決定します。

時　間▶  9:00～21:00の間で実働7～8h（休憩1h）
休　日▶シフト制、年末年始、お盆、GW
待　遇▶ 各種社会保険完備、車通勤可（駐車場無料）、交通

費規定支給（月13,580円まで）、昇給有、賞与年
2回、決算賞与年1回（業績による）、有給休暇有、
燃料手当有、退職金制度有、試用期間3ヶ月有

勤務先▶ 苫小牧中野自動車学校 
苫小牧ドライビングスクール

写真付履歴書、職務経歴書を郵送してください。 
書類選考のうえ、面接日時をお知らせいたします。 

詳細は面談にてご説明いたします。

（株）苫小牧ドライビングスクール
〒 059-1303　苫小牧市拓勇東町8丁目6-68

担当/岩井

自動車学校で働く‼
という人生の選択。

1. 社会から求められる仕事
2. 長く勤務する人が多い職場
3. 福利厚生が完備
4. 頑張りを認めてくれる会社
5. 子育てママも働くチャンス！

未来へ向けた人生設計ができ、 
安心して仕事にうちこめる。

だから

教習指導員候補生 募集

送迎バスドライバー同時募集！

約16万人の市民から 頼られてきた仕事。
※NDS・ToDS:1964年～2022年5月現在卒業生数（各種講習の受講人数は含まず）

苫小牧 正 教習指導員候補生

恵庭

仕　事▶ 営業所の事務補助・書類点
検・データ入力等・電話対応

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶ 時給910円
時　間▶ ①9:30～15:30 

②9:00～16:30 
※実働5h以上

休　日▶ 土・日・祝日、その他（6ヶ月経
過後の年次有給休暇13日）

待　遇▶ 雇用・労災、交通費補助支
給、賞与年2回（10,000～
30,000円 前年度実績）

勤務先▶ 富国生命恵庭第一営業所 
（恵庭市大町3丁目2-4）

札幌市中央区北4条東１丁目2-3札幌フコク生命ビル4F

まずは、お気軽にお電話ください。

☎0123-33-9410 受付9～17時
担当/寺地

パ 一般事務

一般事務
スタッフ

募
集
 

 

　　　   富国生命
生命保険相互会社 札幌支社

まずは電話でご連絡ください。

☎0123-32-1211
採用担当/細木・中川・水本　受付/平日8～18時

仕　事▶ 製品の運搬、原材料の受け入れなど
時　間▶ 9:00～18:00(実働8h) 

※月10時間程度残業の可能性有
資　格▶ 要フォークリフト免許
給　与▶時給961円
休　日▶ 日・祝日、会社指定土曜日、GW、 

お盆、年末年始
待　遇▶ 交通費規定支給、作業服・靴等貸与、

社員割引有、車通勤可（駐車場完備）、 
長期勤務者は賞与支給

〒061-1405 恵庭市戸磯201-12
サンマルコ食品株式会社

恵庭工場

冷暖房を完備した快適環境で働きやすい!! http://www.sanmaruko.co.jp

・ 冷凍庫内での作業もありますが、長時間の 
冷凍庫内の作業はありません。 
（出来上がった製品を冷凍庫内のラックに
格納する、または製品をトラックに積み込
みするお仕事）
・防寒服、防寒長靴を貸与致します。

恵庭 パ フォークリフト作業（リーチリフト）

電話連絡の上、写真付履歴書を
お持ちください。 ☎23-5531

担当/小林

千歳市上長都3-5http://www.chitoseham.co.jp

仕　事▶ レジ・陳列・補充・接客業務の他、ギフト包装、
ホットコーナーのテイクアウト業務

資　格▶ 不問
給　与▶ 時給900～930円 

※月収例/158,400～163,680円
時　間▶ 8:30～21:30（実働8h）①8:30～17:30 

②10:00～19:00 ③12:30～21:30 ※シフト制
休　日▶ 週休二日制、6ヶ月経過後より10日
待　遇▶ 各保険完備、有給休暇、制服貸与（エプロン、ブラウス、

帽子他）、交通費は日額最高500円まで、契約更新有、
車通勤可 ※駐車場の使用は要相談、正社員登用有

勤務先▶ 北海道千歳ハム イオン千歳 
千歳市栄町6丁目51イオン千歳店内1階

嬉しい社員割あり

イオン千歳店での
販売業務スタッフ

千歳 パ 販売業務

http://bibigawa.or.jp☎0144-58-2435

〒059-1361 苫小牧市字美沢193番地1
【応募】写真付履歴書をご郵送ください。

担当：長嶺社会福祉法人 美々川福祉会

仕　事▶ 障がい者支援施設での日中活動および 
夜間の生活支援業務等

資　格▶ 要普免、高卒以上、PC操作ができる方、 
資格・経験不問、未経験者歓迎

時　間▶ 8:45～17:30（休憩45分）、 
17:00～翌10:00（休憩120分）  
※1ヶ月単位の変形労働時間制

休　日▶ 週1日以上　※年間休日127日（令和2年実
績）、リフレッシュ休暇有

給　与▶ 月給209,500円～（処遇改善手当等含む） 
※夜勤手当/1回4,000円（月4回程度）

待　遇▶ 各社保完備、損害保険有、車通勤可、 
交通費規定支給、退職金制度有

昇給
制度有「

人
の
あ
た
た
か
さ
」を
感
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る
お
仕
事
。

ぜ
ひ
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度
、お
話
を
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に
来
て
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さ
い
。

福 祉 資 格・経 験 は 不 問！  

支援員募集!!正職員

苫小牧 正 支援員

まずはお気軽にお電話ください！
【応募受付センター】
平日/9：00～18：00 050-1752-3938

◆ 応募後に弊社からWeb登録
用のURLをメールでお送り
するので、お手続きお願いし
ます！

㈱オープンループパートナーズ 千歳支店
千歳市千代田町4丁目14 千歳第一ビル3F 労働者派遣事業（派13-302403）

来社不要!・週払いOK!（規定有）

WEB応募はコチラ！

短期
14名大募集!
千歳 派 洗車

未経験者OK！シニアも歓迎！友達同士の応募もOK！
期　間▶ 6月20日～10月末
仕　事▶ レンタカーの洗車 

（洗車機使用）
資　格▶要普免（AT限定可）
給　与▶時給1,139円 ※送迎利用時/時給1,068円
時　間▶ 8:30～17:30、11:00～20:00 

※時間固定OK、短時間相談OK(扶養内OK)
勤　務▶週3～5日　※曜日固定や休み希望相談OK
勤務先▶千歳市　※車通勤OK 送迎有（千歳市内）

勤務時間・日数・曜日
すべて相談OK!


