
2023年3月31日（金）ちゃんと 18
配管を流れているのは

水や空気だけではありません。
その管には私たちの情熱と信頼が流れています。

一緒に働く仲間を待っています。

株式会社髙橋管機工業 千歳市本町２丁目6 TEL：0123-23-2419

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

すぐに働けます

電話連絡の上、写真付履歴書を
お持ちください。ファーム姉崎

恵庭市西島松129番地（JR島松駅より徒歩約10分）

090-2692-2354

仕　事▶農作物の種まき・管理・収穫等
資　格▶自力通勤可能な方、未経験者歓迎
給　与▶時給960円～
時　間▶ ①8:00～17:00　※休憩1.5h、残業なし 

②8:00～15:00　※休憩1.5h、残業なし
期　間▶4/1～11月上旬頃まで
休　日▶シフト制 ※応相談 
待　遇▶ 雇用保険(週20h以上勤務の場合)、 

受動喫煙対策有

急募40～50代の主婦（夫）の方も
多数活躍していますよ～。

恵庭 パ 農作業スタッフ

期　間▶6ヶ月毎の更新有
仕　事▶ 駐車場管理業務、駐車場⇔空港間の送迎業務
資　格▶ 要普通免許、自力通勤可能な方
給　与▶時給950円～ ※能力に応じて昇給有
時　間▶  6:00～17:00の間で実働5～6h 

※休憩有、繁忙期のみ月10h程度の残業有
勤　務▶ 週3～4日
待　遇▶ 社保完備（勤務成績等により考慮）、雇用・労災保

険、交通費規定支給、車通勤可、敷地内喫煙所有

千歳市美々1292-206

0123-23-1111
サンパーキング(株)さいたさいた

駐車場管理・ドライバー
募
集

\ 女性ドライバーも歓迎 /

「協調性」や「やりがい」を大切にしている職場です

千歳 ア パ 駐車場管理、ドライバー

まずはお気軽にお電話ください！

千歳市北斗4丁目13番20号  0123-27-0911
■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

千歳・恵庭 委 配布員

【代理】配布員さん
急募!!

仕　事▶ 生活情報紙「ちゃんと」を、会社が
指定する地域に配布してもらうお
仕事です。 
※業務委託となります 
毎週木・金の2日間で500部程度
の配布をお願いします。

資　格▶ 年齢不問、自家用車をお持ちの方、
健康でまじめな方

勤　務▶ 毎週木・金曜の2日間で都合
の良い時間

給　与▶ 週給6,500円
時　間▶ 木曜/5:00～19:00、 

金曜/5:00～18:00 
上記時間の間で5～6h程度 
※ 状況により時間が変動する 
可能性がございます。

6,500円!!
500部配布で

皆勤賞あります!

★ 詳しくはお電話でご相談ください！
■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

千歳市北斗4丁目
13番20号0123-27-0911応募

■みどり台南2丁目　■みどり台北4・5丁目　■北光1丁目　■自由ヶ丘3丁目　■新富1丁目

140部程度

140部程度

160部程度

150部程度

120部程度

310部程度

各210部程度

260部程度

110部程度

230部程度

250部程度

150部程度

240部程度

340部程度

120部程度

210部程度

240部程度

■島松旭町2丁目　■恵み野西1丁目   　■黄金中央4丁目　■黄金南3丁目　   ■北柏木町4丁目

幅広い年齢層を募集中
学生からシニアまでの

配布員さ
ん募集

千歳・恵庭 委 配布員

仕　事▶ 生活情報紙「ちゃんと」の折込・配布
給　与▶ 1部配布8.5円～　※一部地域を除く 

（ページ数により変動有） 
＋チラシ折込手当＋増ページ手当＋皆勤賞

資　格▶ 年齢不問（健康な方）
勤　務▶ 毎週木・金曜（週1～2日）
時　間▶ 木曜/5:00～19:00、金曜/5:00～18:00の 

間で実働1～3h位（配布場所による）

■若草1・4・5丁目　 ■里美1・2・3丁目　　  ■柏陽3丁目　■文京4丁目

■柏陽町4丁目　　■美咲野5・6丁目　  ■和光町2丁目

千歳市 恵庭市

他の配布地域もございます。 
詳しくはお電話で
ご相談ください！

 

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶店内業務全般
時　間▶ 8:00～13:00、13:00～17:00、 

17:00～22:00、22:00～翌8:00 
※選択可

給　与▶ 時給950円～ ※22時以降深夜割増有 
※土日・平日17～22時は+時給50円

勤　務▶週1日～OK
待　遇▶制服貸与、店内禁煙

恵庭市美咲野４丁目1-1

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-39-2711

恵庭 ア パ 店内業務

求人担当まで

恵庭インター店

週1日～、朝・昼・夜選べる時間帯！
土日・平日夕方
時給アップ

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

千歳市北陽1丁目2-1フードD365千歳店
担当/加々谷27-5370

勤務日数・休日応相談!!

Qua ity & Discount スタッフ募集！

期　間▶  1年毎の更新制
給　与▶ 時給930円　
時　間▶ 8:00～12:00  

※残業なし、休憩なし
勤　務▶週3～4日
待　遇▶ 雇用保険（勤務時間により加入）、有

給休暇、制服貸与、受動喫煙対策有

レ
ジ

千歳 パ レジ

仕　事▶校内の日常清掃
資　格▶ 車通勤可能な方 ※無料駐車場有 
時　間▶ 7:30～11:00 ※残業なし
給　与▶時給950円～　　勤　務▶ 月～金
休　日▶土日祝、季節休校に合わせてお休み有
勤務先▶ 公立千歳科学技術大学（千歳市美々758-65）

仕　事▶ 新千歳空港国際線ターミナルビル内共用部の 
日常清掃

資　格▶学歴・年齢不問
時　間▶ 契/8:00～17:00、12:30～21:00　 

※休憩1h ※残業なし 
パ/8:00～21:00の間で要相談

給　与▶ 契/月157,500～168,000円 
パ/時給1,100円

休　日▶ 契/月9～10日 ※シフト制　パ/週1～5日勤務
勤務先▶ 新千歳空港国際線ターミナルビル

仕　事▶ 新千歳空港隣接の貨物ターミナル内の清掃全般、 
従業員の送迎業務(社用車使用）

資　格▶64歳以下（定年雇い止めの為）、学歴・資格不問
時　間▶ 7:00～16:00　※休憩105分　※残業なし 

※パート応相談
給　与▶ 請/基本給月137,580円～+業務手当/月12,000円 

 +調整手当/月13,000円 
パ/時給1,000円

休　日▶請/4週7休　パ/週1～5日勤務
勤務先▶ 新千歳空港貨物ターミナルビル

仕　事▶ 見積書・報告書の作成（PC使用）、設備の巡回点
検や修繕工事立ち合い、簡易的な修繕対応、 
施設内の巡回

資　格▶経験・資格不問、経験あれば尚可
時　間▶ 8:00～17:00、11:30～20:30 

※シフト制(実働8h) 
※休憩1h、残業なし

給　与▶時給1,000円～
勤　務▶月10日前後
勤務先▶ 千歳ステーションプラザ(千歳市千代田町7丁目)

まずはお電話ください! 面接は勤務先で行います。

011-271-1749【札幌事業部】担当/佐藤千歳市柏台南1丁目3番1（千歳アルカディア・プラザ3F）

千 歳 営 業 所

 ① 清掃スタッフ （パート）

 ③ 清掃スタッフ （契約・パート）

 ④ 清掃スタッフ （請負・パート）

 ② 複合商業施設の管理 （パート）

■許可番号 派01-300570

千歳 契 パ 他 清掃パ 複合商業施設の管理

賞与有

賞与有

交通費 
全額支給

期　間▶ ①②④雇用期間の定めなし　③1年毎の更新制
待　遇▶ 各社保完備（勤務による）、交通費支給（④は運

転手当1,200円/日）、制服貸与、試用期間2ヶ
月、受動喫煙対策有

共
通
項
目

清掃・施設管理
スタッフ募集！


