
2022年6月24日（金） ちゃんと9

◆小麦の受け入れと水分量の検査
仕　事▶ 収穫された小麦の受け入れと水分量の検査

になります。検査終了後は受け入れ先までト
ラックの誘導をお願いします。積み降ろし作
業はありません。雨天時中止

期　間▶７月下旬～２週間程度
時　間▶ 10:00～19:00
勤　務▶ 週5日（シフト制） 

◆倉庫内での馬鈴薯仕分け作業（案件No.G-000471)
仕　事▶ サイズ別に箱詰された馬鈴薯の仕分けを 

していだだきます。
期　間▶8月中旬～12月下旬
時　間▶ 8:30～17:30
勤　務▶週2～4日（シフト制） ※応相談

株式会社　北海道支店
■一般労働者派遣(派13-01-1084)　〒060-0013 札幌市中央区北13条西18丁目1-8

受付時間 
9:00～18:00
（土日定休）

☎011-640-7003

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は希望地で行います。

作業スタッフ
幅広い年代の男性が毎年活躍中！

短期

JR北広島駅より
送迎有

勤務先▶ 千歳市東丘（東千歳）
給　与▶ 時給950円～
待　遇▶ 車通勤可（交通費規定支給）

共通
項目

千歳 派 馬鈴薯仕分け、小麦検査

（有）ライブビジョン 苫小牧市春日町
1丁目12番2号

一般労働者派遣事業（般01-300470）

未経験者大歓迎!

土日のみ、夏休みのみ、
学生大歓迎！

お気軽にお電話ください。出張面接致します。

☎0144-37-1234
 live_vision@ymail.plala.or.jp

（本社）

仕　事▶ ブロッコリー・スイートコーン等の収穫や工場での選別作業
期　間▶即日～11月中旬
資　格▶ 未経験者歓迎、年齢・性別不問、学生可
給　与▶ 時給990～1,200円
時　間▶ 8:00～17:00 ※実働7.5h  

※天候・収穫状況により変動有
勤　務▶ 週1～5日　※勤務日選べます。
待　遇▶ 無料送迎有、日払い・週払い可
勤務先▶苫小牧･むかわ･厚真近郊

無料送迎有♪

スタッフ
大募集!!

年齢･性別 不問！

★日払い・週払い可
★ 10～70代まで幅広い年齢の方が活躍!!

野 菜 収 穫 時給990
～1,200円高時給!!

その他 派 農作業

千歳・その他 派 ①材料投入・機械操作 ②飲料缶の検品・フォーク運搬 ③ユニットバスの組立等

勤務先▶長沼町
期　間▶ 7月上旬～10月頃まで（変動有）
仕　事▶ イチゴの選別作業
資　格▶ 要普通自動車運転免許（通勤用）
給　与▶時給1,000円
時　間▶  8:00～15:00 (8:00～17:00も可)
勤　務▶ 週3～5日 ★柔軟に対応します。ご相談ください。
待　遇▶ 交通費規定支給

まずはお気軽にお電話ください。

千歳市弥生
2丁目5-1総合お手伝いサービス

090-7648-0534［担当］神馬

イチゴの選別スタッフ募集!!

20代～30代の
女性活躍中

軽作業なので働きやすい♪

その他 パ 選別作業

日曜日出勤できる方 
大歓迎！

〒061-1405 恵庭市戸磯452-1 http://www.ndrcenter.co.jp/

写真付履歴書をご郵送ください。

☎0123-34-0412
株式会社 新薬リサーチセンター

仕　事▶ 動物飼育器材等の管理補助業務 
（器材洗浄・清掃・消毒 他）

資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶時給890円
時　間▶  9:00～15:00
休　日▶ 土日祝
待　遇▶交通費規定支給、雇用保険、制服貸与

土日祝はお休みです
30～40代女性スタッフ活躍中!

主婦の方も
働きやすい
環境です

恵庭 パ 衛生管理補助

履歴書( 写真貼付 )を郵送ください。追って面接日をお知らせします。

［担当］荒川 070-4510-0065

千歳市学校給食センター 千歳市流通3丁目1-11

栄養士募集

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社
千歳営業所

勤務先

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶ 給食調理全般、衛生管理、 

調理員への衛生教育、 
衛生帳票管理、報告書等作成

資　格▶  管理栄養士、栄養士
給　与▶ 月給169,000円～
時　間▶ 7:30～16:30 

※実働8h　休憩1h
勤　務▶週5日　　休　日▶ 土・日・祝
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

駐車場有

〒066-0028 千歳市花園5丁目7-3-103

★面接日・勤務開始日ご相談ください！

千歳 契 栄養士

資　格▶ 要普通免許（AT限定可）
給　与▶ 月給180,000円～
勤　務▶月～金
時　間▶ 8:30～18:00（休憩1.5h）
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給
勤務先▶ クリクラ恵央 

恵庭市大町3丁目4-3
<問い合わせ>☎0123-34-0828　

受付時間/平日9:00～17:00

写真付き履歴書を 
郵送ください。 
《担当》高橋 〒061-1442 恵庭市緑町2丁目3-4

北央商事株式会社

恵庭 契 配送

セールスドライバー 正社員登用有

若干名
募集

☎0123-23-1108応募 【14時以降】

海鮮亭 千歳市清水町
2丁目28

仕　事▶ 注文受け、配膳業務等 ※10～50代、男女共に活躍中
資　格▶ 経験・年齢・性別不問、WワークOK、主婦（夫）、学生

OK(高校生不可）
給　与▶時給1,000円～ ※22時以降深夜割増有
時　間▶ 17:00～24:00の間で1日3h～OK  

※入り時間も応相談
勤　務▶ 週1～6日で応相談 ※シフトは月毎に作成（テスト

休み・学校行事・お子様のご都合ご相談ください。）
待　遇▶ 雇用・労災保険、車通勤可、駐車場有、 

昇給有、大入手当支給、正社員登用制度有

正社員も同時募集! ※委細面談
ホール及び調理師見習い 月給23万円～（経験による）

大入手当支給!!時 
給 50～200円 UP
千歳 ア パ ホールスタッフ

仕　事▶ 事務資料作成・データ入力、領収書整理、 
支払い等の外回り（月1回程度） 
※資料作成はひな型があり、一からの作業はありません。

資　格▶ 要普免　※Word・Excelの基本操作が出来る方
給　与▶月給180,000円
時　間▶9:00～17:00（実働7h）
休　日▶土日祝、完全週休二日制
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇制度、 

交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場完備）
勤務先▶千歳市本町1丁目1番地1

千歳市本町1丁目1番地1

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-21-8730
株式会社クラーク総合通商

担当/田中

千歳 正 一般事務

ぜひ 
ご応募ください！ 仕　事▶ お土産店のレジ、品出し、その他販売業務全般

給　与▶ 時給900～940円
時　間▶ 7:10～20:46の間でシフト制（実働7.16h）
休　日▶ 4週6休（月6～7日）
待　遇▶ 各社保完備、交通費全額支給、 

制服貸与、社員登用有
勤務先▶新千歳空港ターミナルビル2F

☎011-811-7890 担当/ 柄澤(カラサワ） 
飯塚

札幌市白石区東札幌
1条1丁目1-8

長期で安定した収入を得たい方
土日の勤務も可能な方歓迎‼
人と接することが好きな方、
まずはお気軽にお電話ください！

未経験
歓迎

千歳 契 販売スタッフ

千歳市千代田町7丁目1789-3　千歳ステーションプラザ5F
医療法人社団 たけやま腎・泌尿器科クリニック

給　与▶ 時給1,300～1,500円
時　間▶ 月・火・水・金/ ①8:15～12:45 

②14:00～17:00 
③8:15～17:00

　　　　木・土/8:15～12:45 
　　　　※時間選択可、応相談
勤　務▶週3～4日 ※日数・時間・曜日等応相談
仕　事▶ 外来・透析看護業務  

※ 未経験の方にも技師（5名在籍）が親切丁
寧にお教えします。

資　格▶ 正看護師または准看護師
待　遇▶ 社保完備（勤務時間による）、交通費規定支

給、自家用車通勤可(駐車場手当有)

☎011-551-7050
〒064-0912  
札幌市中央区南12条西15丁目4-3 池脇ビル 
「(株)北海道総合経営研究所　担当/人事労務顧問 山下宛」

写真付き履歴書をご郵送ください。 
応募に関することはお気軽にお問合せください。

学校行事参加・ 
扶養範囲内OK

勤務時間 
応相談

残業 
   なし！

千歳 パ 正・准看護師

勤務先▶恵庭市柏陽町3丁目（柏陽中学校北側）
期　間▶7月20日～10月7日（予定）
資　格▶ 高卒以上、未経験者歓迎（経験者優

遇)、自力通勤できる方
給　与▶時給1,160円
時　間▶8:45～17:15
休　日▶土日祝、他
待　遇▶交通費規定支給、各種保険適用
下記まで、写真付き履歴書を郵送ください。（7/1必着） 

書類選考後、面接日等ご連絡致します。

(株)シン技術コンサル　文化調査部
【お問い合せ】☎011-822-4161 担当/岡部
〒062-0931 札幌市豊平区平岸1条13丁目4-1

遺跡に興味のある方、一緒に「発掘」しませんか？

遺跡発掘作業員募集！

未経験者 
歓迎！

時給

1,160円

恵庭 パ 遺跡発掘作業

正社員登用 
定期昇給 
 あり♪

資　格▶ 18歳以上（省令2）、未経験者歓迎、 
定年退職後の方も歓迎

時　間▶8:00～17:00　※変動有
給　与▶ 時給1,200円～、日給9,600円～ 

※就業前研修5日間（48,000円支給）
勤　務▶週2日～OK　※曜日・日数相談可
待　遇▶ 各社保完備、制服装備品一式貸与、交通費規定

支給、車通勤可（駐車場完備）、資格取得支援
（費用全額当社負担）、各種手当別途支給、他

勤務先▶ 千歳・恵庭市内及び近郊 
※ 旭川・札幌・岩見沢・ 
伊達・室蘭・苫小牧でも勤務可

【警備業（公安委員会認定第1200-0140号、社団法人北海道警備業協会会員）】

お電話の上、写真付き履歴書をお持ちください。

☎0123-29-3831
※不在時はこちらから折り返します。

警備スタッフ募 
集

週2～3日 
でもOK

Wワーク
歓迎

冬場も 
お仕事 
あり♫

千歳支店:千歳市勇舞7丁目5-9
北斗警備株式

会社

千歳・恵庭・他 ア パ 交通誘導警備員

勤務先▶ 千歳市および近郊
仕　事▶ イベント行事、道路工事 

などの交通誘導警備業務
資　格▶ 未経験者歓迎、学歴・年齢不問、 

18歳以上（省令2)
給　与▶ 日給8,000～12,000円 

※法定研修期間（20h)/時給889円
時　間▶  9:00～17:00（休憩1h）
勤　務▶ 週1日～
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、昇

給有、送迎有、正社員登用制度有、試用期間3ヶ月有
まずはお電話のうえ、写真付
履歴書をお持ちください。 ☎23-0501

千歳市高台5丁目1-5㈲M.D.N.SECURITY

WワークOK 週1日からOK

正社員登用
制度有

千歳・その他 ア 警備スタッフ

ジェラテリア ミルティーロでおなじみの、おしゃれな農場で働いてみませんか？

時　間▶ 9:00～16:00（実働5h）
勤　務▶ 週3日～（土日祝日勤務できれば尚可）
期　間▶ 7月中旬～9月上旬まで

収穫選別業務
オーガニックブルーベリーの

受付業務
ブルーベリー狩りの

有限会社 ベリーファーム
千歳市長都2 ※JR長都駅から約3km

★ 新型コロナウイルス感染症対策を 
積極的に行っています！

担当/加藤
受付/10:00～17:00

まずはお電話ください。
※ 作業中のため、電話に出られない
場合がありますがこちらから折返
しお電話いたします。

080-3605-6582

時　間▶ 10:00～15:00（実働5h）
勤　務▶ 週3～4日（土日祝日勤務できれば尚可）
期　間▶ 7/22～8/21 ※水曜定休日

《共通項目》　 給　与▶時給890円　　待　遇▶交通費規定支給、車通勤可 
資　格▶ 未経験者歓迎、交通不便なため自力通勤できる方

千歳 ア パ 収穫選別、受付

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


