
2022年10月14日（金） ちゃんと13

期　間▶長期
給　与▶  時給930～1,100円 

※試用期間1～3ヶ月有/時給920円
時　間▶ 10:30～20:30の間でシフト制 

例）11:00～14:00、17:00～20:00等 
※ 休憩有（勤務時間による）、 
繁忙期のみ残業の場合あり

勤　務▶週1日～OK
待　遇▶ 交通費規定支給、昇給有、制服貸与、 

喫煙所あり、正社員登用制度有

46-2221応募 担当/さいとう

かまど円山 新千歳空港店
千歳市美々新千歳空港ターミナルビル3F

ホール・キッチン
スタッフ募集

千歳 ア ホール、キッチン
　　◆扶養内勤務もOK‼　
　◆フリーターも歓迎‼
◆学生歓迎！ 高校生も可！

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
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期　間▶長期（3ヶ月毎の更新）
仕　事▶ 部材運搬、機械への部材セット、片付け等
資　格▶ 未経験者歓迎、学歴・経験不問
給　与▶ 時給1,105円 ※22:00～翌5:00/深夜割増有
時　間▶ ①16:30～翌1:00（実働7.5h） 

②0:00～8:30（実働7.5h） 
※①②のいずれかを選択してください。 

休　日▶ 隔週土曜・日曜、他、会社カレンダーによる
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、制服・保護具貸与、 

喫煙所有（2ヶ所）、有給休暇（6ヶ月後付与）
勤務先▶恵庭市戸磯

株式会社 トラスト 苫小牧市晴海町43-3
派01-300948

080-1886-5576
0144-55-4466 担当

/川岸

1,105円
恵庭 派 金属部品の製造補助スタッフ 千歳 ア パ 販売・商品管理

《看護師・准看護師》　◆パート
仕　事▶ 外来看護業務
資　格▶ 看護師・准看護師
時　間▶ 6:45～19:30の間でシフト制
給　与▶ 基本時給1,350～1,450円

《看護師・准看護師》　◆正社員
仕　事▶ 外来看護業務
資　格▶ 看護師・准看護師
時　間▶ 6:45～19:30の間でシフト制
給　与▶ 基本給200,000～235,000円 

※ 資格手当10,000～20,000円、 
職務手当20,000円別途支給

《事務》　◆パート
時　間▶6:45～12:45の間で3～6h
給　与▶ 時給930円～ 

※6:45～7:45迄　時給1,030円

◆共通項目
期　間▶雇用期間の定めなし
休　日▶シフト制、有給休暇
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、 

試用期間有（3ヶ月）、就職祝い金・紹介お礼金支給
有、昇給有、職員割引有、敷地内禁煙 
 《正》各社保完備、住宅手当 
《パ》週20時間以上勤務で雇用保険

〒066-0027　千歳市末広4丁目8番10-2
千歳駅北クリニック

正社員・パート募集！

担当/大久保0123-27-8000応募

詳細はこちらから 
ご覧ください

千歳 正 パ 看護師・准看護師パ 事務

0123-34-0740応 募

給　与▶ 時給960円
時　間▶ 5:00～19:00の間で 

実働4～8h 
※時間により休憩有

勤　務▶シフト制　※応相談
勤務先▶我汝会えにわ病院

◆厨房（調理補助） 《フルタイム/パート》

給　与▶ ①時給930円　②時給960円
時　間▶ ①8:00～12:00 

　（8:00～18:00のフルタイムも可） 
②18:00～22:00

勤　務▶ 週3日～OK（シフト制）
休　日▶日曜、祝日
勤務先▶我汝会えにわ病院

◆①昼清掃　②夜清掃《パート》

共通項目

期　間▶1年毎の更新
待　遇▶ 社保完備（勤務時間による）、賞与年2回、

制服貸与、交通費規定支給、車通勤可、有
給休暇有、職場内禁煙

株式会社道央環境センター 恵庭市本町27番地

給　与▶ 時給930円
時　間▶ 7:00～9:00、 

16:30（17:30）～20:00 
※朝のみ夕のみ可、応相談

勤　務▶シフト制 
勤務先▶我汝会えにわ病院

給　与▶ 時給930円
時　間▶ 8:00～12:30の間で実働4h
勤　務▶週5日
休　日▶日曜日・祝日、他
勤務先▶恵庭市恵み野

◆入院患者様の食事配膳 《アルバイト》

◆清掃/恵み野地区学生寮 《パート》

扶養範囲内
勤務も可

学生アルバイトも
歓迎!!

調理員・清掃
スタッフ募集

恵庭 パ 清掃、調理補助ア 配膳

電話連絡の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。担当/田仲
0145-26-2800 【受付】平日 9:00～17:30

料理好きな女性に人気のお店！一緒に働きませんか？

千歳市美々 新千歳空港国内線2Ｆゲート内
Green Pockets（北海道興農社）

期　間▶長期
仕　事▶ サンドイッチや惣菜パンの調理、盛り付け、食材の仕込み等。 

家庭料理の調理ができればOK！他、レジ打ち、品出し、ソフトク
リーム販売など。商品数が少なくシンプルなので、簡単です！

資　格▶ 未経験者・経験者共に歓迎
給　与▶ 時給960円～ 

※20:30以降は時給1,200円 
※試用期間（最大3ヶ月）/時給920円

時　間▶ 7:30～21:30の間で実働7.5h、休憩1h 
①7:30～16:00 ②10:00～18:30 ③13:00～21:30 
※残業通常は無し、繁忙期は月/10時間以内

休　日▶  月8～10日以上 ★希望に応じます！
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、社員割引有、 

空港施設内割引有、制服貸与、有給休暇、喫煙所有
勤務先▶ Green Pockets（新千歳空港国内線ゲート内）

キッチン・販売

★月収例/158,400円+交通費 
（時給960円×1日7.5h×月22日＋交通費）

未経験者
大歓迎!

スタッフ募集‼

家庭料理が
出来ればOK!

千歳 ア パ 調理、販売

※月収例は一例であり保証するものではありません。

ミックちゃん
千歳市栄町　トシさん

モモちゃん
恵庭市白樺町　モモパパさん

まろんちゃん&
スチュアート・スペクターちゃん
千歳市里美　カン・ミリ部長さん

とらちゃん&きじちゃん
千歳市末広　キジトラ大好きさん

ゲコちゃん
恵庭市漁町　のりのりさん

このみちゃん
恵庭市有明町　ゆーまさん

こうめちゃん

はなちゃん

千歳市勇舞　麻希さん

千歳市平和　はなママさん
ふうかちゃん

がくちゃん

千歳市東郊　ゆずさん

千歳市富士　ももさん

りまちゃん
千歳市桂木　ちょこみんとさん

まひろちゃん
千歳市信濃　ラムさん

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32

期　間▶長期
待　遇▶ 社会保険なし、制服付与、交通費規定支

給、車通勤可、施設内禁煙

〈共通項目〉

[応募］店舗に電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。担当/店長

Web応募
はコチラ

23-7667
千歳市勇舞8丁目1-1

長都店

応募

給　与▶ ［一般］時給940円  
［学生］時給920円

時　間▶ 8:30～13:00 (実働3～4h、応相談） 
※残業なし ※休憩なし

1名募集

給　与▶ ［一般］時給940円 
［学生］時給920円

時　間▶ 8:00～12:00 ※残業なし ※休憩なし
勤　務▶週3～4日程度

恵み野店

応募
恵庭市恵み野西3丁目1

36-2980
Web応募
はコチラ

2名募集

Web応募
はコチラ

恵庭店

33-1122
恵庭市本町210

応募

給　与▶ ［一般］時給940円 
［学生］時給920円

時　間▶ 12:00～17:00 ※残業なし ※休憩なし
勤　務▶週4日程度 ★土日勤務できる方

3名募集

Web応募
はコチラ

26-6660
千歳市日の出1丁目1-66

千歳店

応募

給　与▶ ［一般］時給968円 
［学生］時給920円

時　間▶ 7:00～11:00、8:30～13:00 
※残業なし ※休憩なし

勤　務▶週4日程度 ※いずれも土日祝のみでも可

2名募集

の募集ですデリカ
今回は

部
門

千歳・恵庭 ア パ デリカ


