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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

毎週木曜日更新派

土地・建物
・不動産売買
土地・建物
・不動産売買
オフィス上森㈱
■北海道宅地建物取扱業協会会員　■宅地建物取扱業 北海道知事免許 石狩（2）第7902号

恵庭市
黄金北4丁目6-1

TEL（0123）33-6908

のことならのことなら

検索オフィス上森

お問い合わせ▶☎0123-33-8189

仕　事▶�大型ダンプにて、骨材、合材の運搬など
資　格▶�59歳以下（定年を上限とする募集の為）、

大型自動車免許、実務経験者、けん引免許
あれば尚可、マイカー通勤できる方

給　与▶�月220,000円〜  
※経験等により優遇（応相談）

時　間▶�7:30～17:00�
※会社カレンダーによる（変形労働時間制）

休　日▶�完全週休2日
待　遇▶�各社保完備、車通勤可、無料駐車場有、

昇給・賞与有、無事故手当・精勤手当支
給、試用期間3ヶ月

恵庭市相生町4丁目6-30
〒061-1448

写真付き履歴書を郵送ください。

㈱道央道路工業

大型ダンプ運転手大型ダンプ運転手

季節雇用や
アルバイトも可
※お気軽にご相談ください。

㈱玉川グループの1社として
建設業、運輸、砂利砕石・アスファルト合材

の製造販売を行ってます。
1名1名
募集募集

恵庭 正 大型ダンプ運転手

仕　事▶�病院（産婦人科）内の清掃
資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶時給950円
時　間▶��7:30～10:30（実働3h）
勤　務▶�週3日程度
休　日▶�日曜・祝日
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶�恵庭市住吉町1丁目8-10

札幌市南区石山
1条9丁目1-3

まずはお気軽にお電話ください。
面接は勤務先の周辺で行います。

☎011-596-0731
㈱ビルカン

［受付］
9～18時

のの 時 間時 間 をを 有 効 活 用！有 効 活 用！
時給時給950950円円

朝
未経験者歓迎

恵庭 パ 清掃

仕　事▶�プール利用者の監視・施設の管理
資　格▶�恵庭市内に住む18～70歳位迄の�

土日祝も勤務できる方
時　間▶�①平日/15:00～18:00（実働3h） 

②土・日・祝日・夏休み期間/�
　9:30～17:30（実働7h）

給　与▶�①日額2,865円　②日額6,680円
勤　務▶週3～4日程度（土日祝日の勤務有）
期　間▶�令和3年6月10日（木）～9月4日（土）
勤務先▶�市民プール（市内8ヶ所の内いずれか1ヶ所を担当）�
待　遇▶�距離（2km以上）により通勤手当有
履歴書を下記住所へ郵送、または直接提出してください。

☎21-9900平日9時～17時
担当/衛藤（エトウ）

NPO法人
恵庭市体育協会 〒061-1449 恵庭市黄金中央5

丁目199-2 恵庭市総合体育館内

履歴書締切
4月26日（月）まで

2021年度

市民水泳市民水泳プールプール管理人管理人 募集!
10名程度短期集中でお仕事しませんか!

恵庭 ア パ プール管理人

資　格▶未経験者歓迎、学生可、高校生可�
給　与▶時給865円〜 ※22〜翌5時/深夜割増有
時　間▶��①5:00～9:00�

②13:00～17:00�
③17:00～21:00or22:00�
④21:00or22:00～翌9:00

勤　務▶週1～2日�
待　遇▶�制服貸与、車通勤可

千歳市新富3丁目11-7

お気軽にお電話ください。�
面接時、履歴書は不要です。 ☎40-1112

ファミリーマート 千歳新富3丁目店
担当/金子

千歳 ア パ 店内業務全般
ファミリーマートでファミリーマートで
働いてみませんか!働いてみませんか!
未経験者歓迎! バイトデビューに!

札幌市中央区南2条東1丁目1-6�M's2条横丁1F
★札幌市内で寿珈琲を運営している会社です。

シバタグラム㈱

期　間▶�4～10月末�※通年雇用も応相談
仕　事▶�カフェレストランでの調理、接客、レジ、清掃など
資　格▶�要普通免許（通勤用）、土日祝勤務可能な方
給　与▶�平日/時給900円  

土日祝/時給1,000円
時　間▶�9:00～17:00の間で実働4～8h�

※シフト制�※土日祝のみの勤務も可
勤　務▶�週2～5日�※シフト制
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、エプロン貸与
勤務先▶�イコロの森　ガーデンカフェ�チセ�

(苫小牧市植苗565-1)

まずはお気軽にお問い合わせください。

☎0144-57-7065
090-9510-6821 受付/10～15時

担当/奈良岡

（ガーデンカフェ�チセ）

の中にあるカフェレストランです。の中にあるカフェレストランです。

イコロ 森の
4月～4月～10月末10月末までの勤務までの勤務
★通年雇用もご相談ください！★正社員登用有★通年雇用もご相談ください！★正社員登用有

苫小牧 ア パ 店内業務

イコロの森  ガーデンカフェ チセ
苫小牧市植苗565-1

美容
スタッフ募集

仕　事▶�お客様の悩みや希望に合わせて、美容のア
ドバイスやエステ、メイクを行います。

時　間▶�10:00～19:00の間で6h以上�※応相談
勤　務▶月15～20日のシフト制�※応相談
給　与▶�月110,000円＋販売手数料

レラショップ
千歳市柏台南1丁目2-1�千歳アウトレットモール・レラ735区画

応募・お問い合せ ☎0123-25-3130☎0123-25-3130

未経験者歓迎！

少しでも興味のある方お気軽にどうぞ!!

応募前の店内見学やお仕事説明も
随時受け付けています!

千歳 委 美容スタッフ

［正職員･パート］保育士
資　格▶��［正］保育士�

［パ］保育士もしくは子育て支援員研修修了者
給　与▶��［正］月給150,000円〜 

[パ](保育士免許あり）時給1,000円 
　　（資格なし）時給950円

時　間▶�［正］①8:00～16:30�②10:30～19:00�
［パ］8:00～19:00の間の5h程度（応相談）

休　日▶�［正］週休2日制（年間休日120日以上）�※シフト制�
　　　※日曜、祝日、年末年始（12/30～翌1/3)はお休みです。�
［パ］勤務日数応相談

ここのみ保育園ここのみ保育園
千歳市桂木1丁目3-20千歳市桂木1丁目3-20

企業主導型保育事業企業主導型保育事業

千歳病院千歳病院
千歳市桂木1丁目5-6千歳市桂木1丁目5-6

［正職員］看護師・准看護師
資　格▶看護師または准看護師
給　与▶�［看］月給210,000円〜 

［准］月給185,000円〜 
※別途夜勤手当支給

時　間▶�①7:00～15:30�②9:00～17:30　　　　
③17:00～翌9:30�※①～③のシフト制

休　日▶�シフト制（年間休日120日以上）

［正職員］看護師・准看護師
資　格▶看護師または准看護師
給　与▶�［看］月給210,000円〜 

［准］月給185,000円〜 
※別途夜勤手当支給

時　間▶�①9:00～17:30�②17:00～翌9:30�
③10:30～19:00��
※①～③のシフト制

休　日▶�シフト制による週休2日制�
（年間休日120日以上）

クリアコート千歳クリアコート千歳
千歳市桂木1丁目5-7千歳市桂木1丁目5-7

介護老人保健施設 介護老人保健施設 

医療法人 資生会 〒066-0067 千歳市桂木1丁目5-7

（千歳病院）岩渕

（クリアコート）澁谷
（保育園）小向☎27-3232☎27-3232

☎40-0700☎40-0700電話連絡の上、写真付履歴書を下記住所へ送付ください。
《受付/平日（月〜金）9:00〜17:00》

職 員 募 集

医療法人 資生会

年間休日120日以上 事業所内保育施設あり

ホームページにて、
求人情報随時更新中♪

千歳 正 パ 下記参照

給　与▶時給900円〜
勤　務▶週1日～OK�※応相談
期　間▶即日～11月末頃
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

制服貸与

共
通
項
目

☎0145-22-3300受付/9:30～15:00
担当/佐藤

仕　事▶受付、精算業務
時　間▶6:00～16:00の間で応相談

フロント

仕　事▶注文受付、配膳等
時　間▶10:00～16:00の間で応相談

レストランホール

まずはお気軽にお電話ください。

勇払郡安平町早来富岡438-1

※旧オークウッドゴルフクラブ

安平ゴルフ倶楽部

安平ゴルフ倶楽部
スタッフ募集!!
★★未経験者歓迎!未経験者歓迎! ★★勤務日数応相談!勤務日数応相談!

安平 ア パ 下記参照

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

☎0123-25-5415 担当/内藤　
受付/8～17時

◆野菜・果物売り場の管理全般
資　格▶�要普免、経験不問
時　間▶�①7:00～11:00（実働4h）�

②8:00～12:00（実働4h）
給　与▶�時給890円　　
勤　務▶�週4～5日�※応相談
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給
勤務先▶�ベジフル北海道［千歳］�

※業務スーパー千歳店内（千歳市北信濃783-1）�
※状況により恵庭店での勤務有

千歳市北信濃783-1㈱ベジフル北海道 店舗運営部

店員募集!!
★未経験者歓迎!! ★扶養内勤務OK♪

業務
スーパー 野菜のカットや野菜のカットや

パック詰め、並び替え、パック詰め、並び替え、
値段付けなど値段付けなど

簡単な作業簡単な作業です！です！

千歳 ア パ 下記参照

仕　事▶�一般住宅の基礎工事･施工｡�
その他､ブロックやコンクリート工事などの�
建設工事に付随する基礎･土台工事全般

資　格▶�未経験者歓迎､学歴不問、要中型免許以上�
(4tダンプの運転有)�※免許がない方も応募可能

給　与▶�日給月給制/経験者/日給13,000円〜 
　　　　　 未経験者/日給10,000円〜

時　間▶�7:30～17:30(休憩120分)
休　日▶�日曜日､他(就業カレンダーによる)､�

GW･お盆･年末年始
待　遇▶�各社保完備､車通勤可(無料P有)、資格･技能手当

(当社規定有)、資格取得支援制度(クレーン･玉掛
け､中型免許などの必要な免許�※当社規定有)､�
正社員登用制度有(実績有)､試用期間1週間～�
1ヶ月有/同条件､道具一式支給(試用期間終了後)

勤務先▶�千歳市清流2丁目3内（資材置場）�
※ここから現場に向かいます。

千歳市花園
4丁目11-5

まずはお電話ください。
面接日や勤務開始日の相談可能です!!

☎0123-23-5004
有限会社 岡田工務店

担当/岡田

★資格･技能手当有★資格･技能手当有
★資格取得支援制度有★資格取得支援制度有

正社員登用制度有!!

現場現場スタッフスタッフ
募 集

千歳 契 パ 現場スタッフ 千歳・恵庭・他

〒061-1406�恵庭市和光町4丁目7番15号

採用係0120-35-4549

お客様係

衛生知識が身につく!

お気軽にお電話ください。 詳細は面談にて。

仕　事▶��固定のお客様先の家事・�
お手伝いサービス（1回2h以上）

資　格▶��家事が好きな方
給　与▶�時給950円（実稼働時給）
勤務先▶�千歳市・恵庭市・北広島市�

仕　事▶�レンタル商品の交換及び、商品やサービスのお
知らせをするお仕事です。�（荷物はご自宅まで配
送致します。）�※4週に1回お仲間とのミーティ
ングに参加していただきます。�
受け持ち約60～100軒程度�
（実働2～5h程度/1日）

資　格▶�普通自動車免許、人と会うのが好きな方
給　与▶�月20,000〜28,000円程度
勤　務▶�週1日コース
勤務先▶�恵庭市内

子育て中のママさんも多数活躍中です!!
自宅から直行直帰スタイルです。

メリーさん（家事スタッフ）
自宅からお客様先へ直行直帰のお仕事です。

ア 下記参照

0120-286-2250120-286-225 ☎011-551-5200☎011-551-5200
㈱クリーンコーポレーション

札幌市中央区南22条西6丁目2-25�エムズ南22条�第3ビル4階

総合ビル管理･労働者派遣事業（派01-300248）まずはお電話ください。面接は勤務先で行います。担当/坂本

仕　事▶�工場内で使用する鍋、寸胴、バットなどの洗浄作業、
馬鈴薯の皮むき、芽取り作業、蒸かした芋の分離作
業・具材混ぜ作業、機械へのパン粉投入作業、業務終
了前の工場内の洗浄作業など

勤務先▶�恵庭市戸磯201-12
資　格▶�未経験者歓迎、性別･学歴不問、WワークOK、高校生不可
給　与▶ 時給1,000円 ※22時以降/時給1,250円〜
時　間▶�17:00～23:00（実働6h）�

※残業の可能性有�※応相談
勤　務▶週3～6日�※シフト制�※応相談
休　日▶�日曜・祝日�※土曜は工場カレンダーによる
待　遇▶�制服貸与、週払い可、車通勤可

人気の軽作業で 人気の軽作業で 
働きませんか？働きませんか？
モクモク、コツコツと作業したい方にオススメです!モクモク、コツコツと作業したい方にオススメです!

★★札幌〜恵庭市内の送迎有! 札幌〜恵庭市内の送迎有! ★★即日入社OK!即日入社OK!
★★まずはお試し短期スタートもOK!まずはお試し短期スタートもOK!

主婦（夫）も学生も主婦（夫）も学生も
シニアも大歓迎!!シニアも大歓迎!!
●●性別・学歴不問!性別・学歴不問!
●●WワークもOK!WワークもOK!

恵庭 派 コロッケの加工作業スタッフ

休　日▶�正社員/日曜、祝日、平日1日�※週4.5日勤務�
準社員/週3.5日勤務�
パート/シフト制

待　遇▶�社保完備、賞与年2回、昇給、有給休暇、�
産休・育休有、交通費全額支給、車通勤可、
制服貸与

勤務先▶�①高松歯科（恵庭市恵み野西6丁目22-6）�
②マイス歯科クリニック�
　(北広島市共栄町1丁目15-2)

仕　事▶�歯科衛生士業務
資　格▶�歯科衛生士資格
給　与▶�正社員/月給210,000円〜 

準社員/月給165,000円〜 
パート/時給1,300〜1,500円

時　間▶��月～金/8:55～19:15�
土/8:55～13:15�
※就業時間については希望があれば�
　応相談致します。

恵庭市恵み野西6丁目22-6 北広島市共栄町1丁目15-2

医療法人社団 恪勤会

一緒に
働こう!

お気軽にお電話ください。 ☎0123-37-2050
高松歯科 マイス歯科クリニック

医療法人社団�恪勤会　高松歯科
受付/9:30～18:00　担当/福士

週休2日や週3.5日勤務、週休2日や週3.5日勤務、
いろいろな働き方ができ、いろいろな働き方ができ、
有休消化率も100％!充実の待遇も有♪有休消化率も100％!充実の待遇も有♪

正社員
準社員
パート 歯科衛生士歯科衛生士募募

集集
まずはまずは
見学見学からから
でもOK！でもOK！

恵庭・北広島 正 準 パ 下記参照
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