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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

効力発生年月日／令和元年10月3日

お問い合わせは 厚生労働省 北海道労働局 労働基準監督署 各支署まで

時
給 円861
最低賃金について

最低賃金額
引き続き

北海道内で事業を営む使用者およびその事業場で働くすべての労働者
（臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む）に適用される北海道最低
賃金は次のとおりです。

最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に 
支払われる賃金および時間外等割増賃金は算入されません。

仕　事▶歯科受付
給　与▶�月給170.000円～  

※試用期間3ヶ月有/時給870円
時　間▶�［月･火･木曜］8:30～20:00（休憩有）�

　　　　　　※週1～2回14:30～20:00�
［金曜］8:30～18:30（休憩有）��
　　　※隔週8:30～16:00�
［土・日曜］8:30～13:00�

勤　務▶�シフト制
休　日▶水曜日、第2・4土曜日、祝日
待　遇▶�各種保険完備、昇給年1回、賞与年2回、�

交通費全額支給、暖房手当、制服貸与

千歳市千代田町7丁目1789
千歳ステーションプラザ5F

採用係☎26-4182応募

受付受付スタッフ募集!!スタッフ募集!!
千歳 正 受付

Qua ity & Discount

365恵庭店
恵庭市黄金南
6丁目10番地4

まずはお電話でお問い合わせください。
後日面接日をご相談させていただきます。 

担当/採用係☎39-5555

◆精肉
時　間▶8:00～12:00
給　与▶時給881円
勤　務▶�日数・休日応相談

◆精肉《土日のみ勤務》
時　間▶8:00～17:00の間で5h程度
給　与▶時給874～881円
勤　務▶土日
《共通項目》
待　遇▶�雇用保険（勤務時間による）、�

交通費規定支給、有給休暇、制服貸与

学生アルバイト 学生アルバイト 
OK! OK! 

恵庭 ア パ 精肉

千歳市上長都958（千歳市公設地方卸売市場内）
株式会社 恵千フーズ

https://keisen-foods.com/

仕　事▶野菜のカット等の加工業務
資　格▶�未経験者歓迎、金・土に勤務できる方歓迎
給　与▶時給865円
時　間▶6:00～15:00の間で応相談
休　日▶�日・祝、GW、お盆、年末年始　�

※祝日出勤の場合有
待　遇▶�各社保完備（勤務時間による）、�

交通費規定支給、車通勤可

☎0123-40-1010 ［受付］
9～16時

●まずはお電話ください。担当/大道寺

千歳 パ 野菜の加工

未経験者歓迎! 時間応相談♪

勤務先▶千歳乃湯�えん（千歳市真々地3丁目）
仕　事▶�①浴場、脱衣所等の清掃　�

②清掃、簡単なボイラー操作（資格不要）
資　格▶車通勤可、未経験者歓迎
時　間▶�5:30～9:00�※実働3.5h（時々0.5hの延長有）
給　与▶時給900円
勤　務▶週2～4日（シフト制）�※年中無休
待　遇▶労災保険、交通費規定支給

清掃員清掃員
募集!!募集!!

日本管財サービス株式会社
〒066-0015　千歳市青葉8丁目3番1号

担当/高倉☎0123-24-0800
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡

60代の方60代の方
活躍中!活躍中!

千歳 パ 清掃

【共通項目】
休　日▶シフト制
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給（月18,000円まで）、�

①車通勤不可、②は車通勤可

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20�第12ふじやビル4F

清掃スタッフ

☎22-5280 採用係

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

時間・日数ともに、お気軽にご相談ください！

時　間▶�7:30～12:30�※実働4h　
給　与▶時給861円
勤　務▶月22日程度

❶新千歳空港スーパーラウンジ清掃
男女トイレ
清掃有

時　間▶�21:00～翌1:00　�
※実働4h

給　与▶�時給900円  
※22時～翌1時/時給1,125円

勤　務▶月15～20日

❷新千歳空港商業施設エリア内共用部分清掃
現在のスタッフは
全員男性です。

千歳 パ 清掃

期　間▶�即日～12月末まで
仕　事▶�野菜を機械へ投入したり、機械の清掃業務等
資　格▶�未経験者歓迎、�

公共機関が不便な為、車通勤できる方
給　与▶時給1,000円～
時　間▶�①8:00～16:00/3名�

②9:00～16:00/2名�
③16:00～24:00/4名�
④18:00～22:00/1名�
⑤19:00～24:00/1名

休　日▶土、日
待　遇▶�社保完備（勤務による）、交通費規定支給、�

車通勤可、無料駐車場有、残業手当有、週払いOK
勤務先▶�千歳市

一般労働者派遣事業（派01-300285）
千歳市東雲町
1丁目9-6㈱マグナクルー

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

★その他、各地域にお仕事多数あります。
お気軽にお問い合わせください。

★随時面接致します
【月～金曜】9～18時0120-357-337

080-5729-7602�（土・日曜、祝日）

★12月末までの短期!
★集まり次第終了とします!

週払いOK! 

すぐ働けます 

作業員募集!作業員募集!
時給
1,000円〜

千歳 派 工場内作業

アフターサービス工事担当者 募集

☎0123-42-8810
担当/採用係【受付/月〜金曜 9〜17時】

電話連絡の上、写真付履歴書をお送りください。

資　格▶�要普通免許、�
簡単なPC操作（Word･Excel）が可能な方

給　与▶�月240,000～280,000円 
※年齢・経験・前職・資格を考慮の上優遇

時　間▶�8:30～17:30
休　日▶�日･祝、他月2回（平日）、�

お盆、年末年始、有給休暇有
待　遇▶�各社保完備、社用車貸与、燃料手当、�

退職金制度有、昇給年1回（業績に応じて）、�
賞与年2回、作業服支給、交通費規定支給、�
試用期間有（3ヶ月）

https://www.kyoueihouse.jp/https://www.kyoueihouse.jp/

当社が施工した住宅の定期的な巡回や、メンテナンスの依頼等が主で、新規のお客様対応はありません。
主に、アフターサービス工事を担当し、状況によりリフォーム工事を行うこともあります。

【書類送付先】
〒066-0063　千歳市幸町3丁目15　
エレガンスビル1F（8月まで仮事務所）

正社員 

気になった方、まずはお電話ください♪気になった方、まずはお電話ください♪
ホームページも
ご覧ください。

現在お勤め中の
方はもちろん、

等、やる気のある方を
お待ちしています。

手先が
器用 DIYが得意 ハウスメンテナンスに

興味がある

千歳 正 工事

資　格▶介護福祉士
給　与▶�月額222,000～246,500円（各種手当含む） 

★昇給、賞与（2.0ヶ月支給）有

社会福祉法人 いちはつの会

コロナ禍により離職された方を対象に、
異業種チャレンジ奨励金

を北海道から支給。
（規定有）

介護職員募集介護職員募集
未経験者・無資格者も

歓迎します!

北海道異業種
チャレンジ奨励事業

30万円

ケアマネージャー、保育職員、 
夜間施設管理も同時募集!

《共通項目》
時　間▶�①6:30～15:30　②8:30～17:30�

③11:15～20:15　④13:45～22:15�
⑤17:00～翌9:00　※応相談、シフト制�
※①～④休憩1h、⑤休憩2h　

休　日▶�年間休日107日、シフト制（変形労働のため日数変動有）
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可（駐車場無料）、�

事業所内保育所利用可（保育料無料）、社保完備�
（パートは勤務時間による）、試用期間6ヶ月有、夜勤手当
/1回4,000円、処遇改善手当/月10,000～25,000円

勤務先▶�◎特別養護老人ホーム�恵庭ふくろうの園（恵庭市南島松6-1）�
◎地域密着型特別養護老人ホーム�千歳ふくろうの園、�
　千歳ふくろうの園Ⅱ（千歳市大和4丁目2-4）

★初期の配属場所については経験やご住所により考慮致します。
★知識・技術より人物重視の採用をしております。 
　高齢者と係わる事が好きな方のご応募お待ちしております!

☎0123-36-1351☎0123-36-1351 受付/月～金�9～17時
電話連絡の上、履歴書をご郵送ください。 担当/星野 

社会福祉法人いちはつの会
恵庭市南島松6-4 http://www.midorino.jp

■千歳・恵庭地区施設系サービス

◎退職積立金制度有

◎正職員登用制度有 
　資格取得（介護職員初任者研修、実務者研修）助成制度有

正職員

準職員

資　格▶�不問、①～④の内、2つ以上勤務可能な方　※夜勤なしも可
給　与▶�無資格/時給870円　実務者・初任者研修/時給900円 

介護福祉士/時給1,050円 
★月収平均/158,660～201,400円（各種手当含む） 
★賞与月（6月・12月）に一時金の支給有

千歳・恵庭 正 準 介護

恵庭市恵み野里美1丁目1-21
ポラリス恵み野駅前205号（恵み野駅より徒歩1分）

日給日給9,5009,500円円〜〜未経験でも未経験でも

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。 ☎0123-29-6755
有限会社プラス 恵庭営業所

（恵庭営業所）

◆アルバイト【短期/長期】【日勤/夜勤】選べます！
期　間▶�希望の期間をお知らせください。�

長期/3ヶ月～��※短期もOK
給　与▶ 未経験者/日給9,500円～ 

有資格者/日給10,000円～ 
※車両保持者は+200円 ※短時間保証有　
　（4h未満/日給の60%、4h以上/全額支給）

勤　務▶�週2日～希望日数�
※1週間前に休みを申請していただきます。�
　希望休や土・日曜休み等も可能。�

◆契約社員
給　与▶�基本給/月170,000円～+諸手当 

※月20日勤務未満でも給与保証 
　【月収例/月20日+3日勤務の場合 
　17万円＋3日分日給25,500円 
　＋深夜手当36,639円＋残業手当10h　
　（13,281円）＋交通費16,100円 
　＝月261,520円以上可能

勤　務▶月20日（シフト制）
休　日▶原則日曜�

資　格▶�18歳以上（警備業法により年齢制限が設けられている為）、未経験者歓迎、定年者歓迎、扶養内・WワークもOK
時　間▶�①8:00～17:00　②20:30～翌5:30　※日勤のみ・夜勤のみOK、希望考慮
待　遇▶�各社保完備、日払い可(規定有）、寮完備（家具・家電付き1人部屋）、社員登用制度有、制服・備品支給（防寒・

暑さ対策）、法定研修20h/17,220円、交通費規定支給(研修中500円/1日）、残業・深夜・車両・資格手当
勤務先▶�恵庭・千歳・北広島市内、他現場直行直帰　★本社、江別事業所も募集中�（札幌市内全域、江別、石狩市）�

★警備会社に入社する際必要な法定書類の費用も全額負担します！

共
通
項
目

5名5名募集!!募集!!破格破格のの給与設定給与設定でで
交通誘導員交通誘導員男女ともに男女ともに活躍できる活躍できる

札幌・江別札幌・江別でもでも
募集中!!募集中!!

●本社/札幌市北区北11条西2丁目（地下鉄北12条駅より徒歩2分）�☎011-747-8116�●江別事業所/江別市大麻新町22-2新町ハイツ407�

日給日給10,00010,000円円〜〜
有資格者なら有資格者なら

千歳・恵庭・他 契 ア 交通誘導員

勤務日は相談の上決定。希望収入をお聞かせください♪

タクシードライバー募集!

〒066-0015　千歳市青葉6丁目14-6

千歳昭和交通千歳昭和交通㈱㈱
担当/古瀬☎22-0866

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許
時　間▶�日勤:例/5:00～16:00　�

★5～8時の間に出勤し、帰庫は出庫から10時間半後�
夜勤:例/18:00～翌5:00�　�
★18～20時の間に出勤し、帰庫は出庫から10時間半後

休　日▶週休2日
給　与▶ 完全歩合制　日勤/月180,000円～　 

　　　　　　夜勤/月220,000円～　 
※入社後1年間は給与保証有(当社規定による）

待　遇▶��各社保完備、入社祝金制度（10万円）、制服貸与、
退職金制度、車通勤可（駐車場完備）

●週休2日だから
　プライベートも充実！
●退職後の方も歓迎します!

※入社後1年間は給与保証有 
　 (当社規定による）

最新カーナビ導入で
未経験でも安心♪

千歳 嘱 タクシー乗務員

どちらもどちらも

OK！OK！
扶養内、Wワーク、学生さん…扶養内、Wワーク、学生さん…
いろんな方が活躍中です!いろんな方が活躍中です!
≪期間は応相談≫≪期間は応相談≫
あなたのご希望をあなたのご希望を
お聞かせください♪お聞かせください♪

短期 通年

まずはお電話ください。

■医療・福祉施設向けクリーニング業

千歳市泉沢1007-207
㈱北海道シルバーサービス 千歳工場

☎0123-28-3771☎0123-28-3771

◆クリーニング品の仕分け・仕上げスタッフ
　機械や手で仕上げるカンタン作業♪
時　間▶�原則8:00～17:00の間で実働6～8h�

※応相談（扶養内希望の方、勤務時間対応致します。）
勤　務▶�週2～5日で応相談（土日完全休）
給　与▶時給861円～
待　遇▶�送迎有(千歳市内のルートのみ）、社保完備、�

車通勤OK、交通費規定支給、昇給有、社員登用有、
試用期間有（長期希望の方）

千歳 ア パ 工場作業

恵庭・その他 派 部品検査、食品加工、タッチパネル操作
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