
2022年8月5日（金）ちゃんと 16
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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

〒059-1434　勇払郡安平町早来富岡129番地

社会福祉法人
富門華会 第二富門華寮

だ い に も んふ け りょう

仕　事▶ ①障がい者支援施設での利用者の介護支援 
② 障がい者支援施設での夜間介護支援

資　格▶要普通免許　　　　休　日▶完全週休2日制
給　与▶ ①②月給16～20万円 

※②の夜勤手当24,255～30,345円 
　（月21日勤務の場合）

時　間▶ ①8:00～17:00、他3パターン（応相談） 
②21:00～翌7:00

待　遇▶ 雇用保険、労災保険、健康保険、 
厚生年金、車通勤可、交通費規定支給、 
寒冷地手当、住宅手当、賞与有

 

 090-6212-8125
まずは、お気軽に 
お電話ください。

担当/
廣川

生活支援員 各1名 
 募集！

安平 契 生活支援員

仕　事▶ ジェラートの製造業務
時　間▶  8:00～14:00、10:00～16:00 

※シフト制　※時間応相談
給　与▶ 時給920円
勤　務▶ 週3～4日　※月曜定休日
待　遇▶ 制服貸与、車通勤可、試用期間有、 

ジェラート・スイーツ50％OFF特典有

恵庭市黄金南2丁目19-8

担当/太田

まずはお気軽にお電話ください。

0123-21-9915
ジェラテリア ジジジェラート専門店

ジェラート製造スタッフ

スタッフ2名募集長期

恵庭 ア パ 製造

50・60代
施設・レストランの厨房業務

まずはお電話ください。

ジケイ・スペース株式会社
0123-36-2271

恵庭市
恵み野西2-2-11

恵庭 パ 調理

仕　事▶厨房業務全般
給　与▶ 時給920円
時　間▶ 5:00～19:30の間で 

3.5h～5.5hのシフト制
勤　務▶週3～5日
待　遇▶ 交通費規定支給、有給休暇有
勤務先▶ jikeiれすとらんMEGUMINO/ 

恵庭市恵み野西5丁目3-1

男性・女性
活躍中♪

仕　事▶ コープさっぽろの宅配システム「トドック」の 
商品仕分けと配送車への積込み作業

資　格▶ 主婦（夫）・シニア歓迎
時　間▶7:00～9:30　※出勤時間要相談
給　与▶ 時給910円 

※祝日勤務は時給＋30円 
※試採用期間3ヶ月/時給889円

勤　務▶週5日
休　日▶土曜、日曜
待　遇▶ 各社保完備（試採用終了後）、車通勤可、 

制服貸与、慶弔見舞金等共済会

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

〈受付〉月～金/9～21時　 土/9～18時　※日曜休み
0120-502-112トドック

コールセンター
■生活協同組合　〒066-0077 千歳市上長都3-1

コープ宅配システム
トドック千歳センター

朝の時間を
有効活用
しませんか？

20～50代の 
方が活躍中!

主婦（夫）、シニア、
未経験者大歓迎！ ★共済推進スタッフ同時募集中！主婦（夫）歓迎！ 

ブランクOK!

千歳 ア パ 仕分け・積込みスタッフ
◆ 経験者
給　与▶ 4t/月給251,016～263,750円 

8t/月給263,750～280,050円 
11t/月給270,117～301,953円

給　与▶ 上記にて個別記載　※固定時間外35h含む 
※試用期間（最長3ヶ月）/日給10,400円

仕　事▶ 仮設材、建築資材の運搬
資　格▶ 4t/要中型免許、8t・11t/要大型免許、玉掛け資格あ

れば尚可、小型移動式クレーン資格あれば尚可
時　間▶ 8:00～17:00（休憩1h、運行計画により変動有） 

※月平均10～20hの時間外有
休　日▶ 土、日、祝、GW、お盆、年末年始 

※月平均1～2日の土曜出勤有
待　遇▶ 時間外手当、休日出勤手当、燃料手当、長距離手当

（200km以上）、夜間手当（22時以降）、 
各社保完備、車通勤可、昇給有、退職金制度有

共
通
項
目 011-377-4931

まずはお気軽にお電話ください！

北一運輸株式会社
北広島市輪厚431-1Kitaichi Transportation Co., Ltd.

未経験者
でも可 !

◆ 未経験者
給　与▶  4t/月給244,648円～　8t/月給251,016円～資格を活かして働こう!!

経験者優遇
いたします

資格取得支援制度有 !

受付/9～16時
担当/池田

玉掛け資格 小型移動式クレーン資格

北広島 正 4t・8t･11tユニック運転手

まずはお電話ください。面接は千歳市内にて。担当/熊谷

 011-707-5228

札幌市北区北7条西1丁目2-6■ビルメンテナンス業
協和総合管理㈱ 札幌支社

待　遇▶交通費規定支給、
　　　　無料駐車場あり、制服貸与 
勤務先▶千歳市幸町5丁目6-1

共通
項目

仕　事▶部屋割、チェッカー、ホテルへの報告
給　与▶ 時給975円  

※ 月収例（月21日勤務）/148,500円+延長・
残業（5分単位）+交通費=15万円以上可能

時　間▶ 8:00～16:00（実働7.25h）
勤　務▶月平均21日

❶ 清掃管理者　★社保完備

仕　事▶リネンはがし、ベッドメイク、アメニティ補充
給　与▶ 時給940円
時　間▶ 8:30～15:15（実働4.5～6h）
勤　務▶月平均15～21日

❷ 客室清掃者　★6hは社保完備

仕　事▶リネンはがし、ベッドメイク
給　与▶ 時給940円
時　間▶ 10:00～15:00（実働4.5h）
勤　務▶週3日～OK

❸ ベッドメイク　★土日祝のみの学生も大歓迎

千歳 パ 管理者、清掃、ベッドメイク

求人ナビなら

ぴったりの仕事が

きっと見つかる。

千歳・恵庭・他 派 ①資材運搬②材料投入・機械操作③自動車部品の目視検査④製造補助・運搬

◆医療クラーク
仕　事▶ 診療補助、カルテ入力、レセプト入力

等の院長の補助業務
資　格▶医師事務作業補助者の資格保持者優遇
給　与▶月給160,000～170,000円
時　間▶ 月・火・木・金/9:00～18:30（休憩1.5h） 

水・土/9:00～13:00　 
※月10h程度残業の可能性有

休　日▶日・祝、お盆・年末年始 
待　遇▶ 交通費規定支給、各社保完備、 

昇給・賞与有

担当/求人担当 0123-27-1971（分院）
医療法人社団

髙橋整形外科クリニック
〒066-0062 
千歳市千代田町7丁目1789-3 千歳ステーションプラザ5F

お電話の上、写真付履歴書をご郵送ください。
面接日・勤務開始日ご相談ください。

スタッフ募集
千歳駅直結で通いやすい♪

千歳 正 医療クラーク

電力供給販売・設備
冷暖房機器販売・設備
住宅機器関連商品・ガレージ・物置・カーポート

営業
品目

〒061-1431恵庭市有明２丁目13-9

何かあったら…
すぐタケムラ

WEB

検索ちゃんと 求人ナビ
https://chanto.biz/qnavi/

いつもの
移動時間でも

WEBなら

おシゴト探せる♪

期　間▶8月中旬～12月末（延長の可能性あり）
時　間▶ 8:30～17:30
給　与▶ 時給1,000円～
休　日▶土日（週3日～相談可能）

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

登録会開催
場所 恵庭市民会館　小会議室

期　間▶更新制
時　間▶ 10:00～14:00 

（9:00～16:00の間で 
実働4～6hも可）

給　与▶ 時給1,000円～
休　日▶シフト制（週2～4日で相談可）

期　間▶長期
時　間▶ 5:00～13:00
給　与▶ 時給1,200円～
休　日▶シフト制（週休2日）

期　間▶長期
時　間▶  ①7:00～16:00  

②12:00～21:00 
③14:00～23:00  
④15:00～24:00 
※①～④の中から選べる固定勤務

給　与▶ 時給1,115円～ ※22時以降深夜割増有
休　日▶土日 期　間▶即日～10月上旬

時　間▶   9:00～17:00 
（午前・午後に休憩あり） 
※日により開始時間が遅れる可能性あり

給　与▶ 時給1,011円～
休　日▶週2～4日で相談可

期　間▶長期
時　間▶   5:00～13:00
給　与▶ 時給1,200円～
休　日▶シフト制（週休2日）

期　間▶即日～9月中旬
時　間▶  8:00～17:00
給　与▶ 時給1,000円～
休　日▶シフト制（出勤日数の相談可）

9:30～12：00

8/10水開
催
日
時

千歳・恵庭・他 派 製造、清掃、選果、調理補助、収穫

仕　事▶ レジ、接客、清掃、品出し等
資　格▶ 未経験者歓迎、長期勤務でき

る方、土日祝勤務できる方 
※ 教育期間中は平日に 
勤務可能な方

時　間▶ 22:00～翌7:00
給　与▶ 時給1,113円
勤　務▶ 週3日～相談OK 

たくさん働きたい方も応相談
待　遇▶制服貸与、車通勤可
応　募▶ 電話の上、写真付履歴書を 

お持ちください。

 37-8355 担当/佐々木
【受付時間/10時～18時】

急募！

恵庭島松東町店 
恵庭市 
島松東町 
3-7-8

島松東町店 店内業務 
スタッフ募集！

フリーターさん
主婦（夫）さん 歓迎!!

恵庭 ア パ 店内業務


