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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
千歳市千代田町5丁目5-1 TEL.0123-24-2535
恵庭市緑町2丁目3-10 TEL.0123-39-5005

【千歳店】
【恵庭店】

北海道クリーン開発㈱ 〒053-0016
苫小牧市寿町2丁目3-14

応 募

◆ちとせモール
時　間▶�14:30～19:30
勤　務▶�週3日程度（シフト制）
給　与▶時給861円
資　格▶未経験者歓迎、性別不問
待　遇▶�労災保険、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は勤務先にて行います。委細面談。

ショッピングモールのショッピングモールの

清掃スタッフ清掃スタッフ

未経験者歓迎！！

60歳以上の
方も大歓迎！

（田口）
☎0144-33-6323
　080-2871-5294

千歳 パ 清掃

仕　事▶�清掃・品出し・接客・発注等の店内業務
時　間▶�0:00～8:00
資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶0～5時/時給1,150円　5～8時/時給870円
勤　務▶�週1日～OK�★たくさん働きたい等、応相談�

★土日祝働ける方歓迎
待　遇▶�制服貸与、車通勤可、昇給制度有、各社保完備、無料P有、�

向陽台地区以外から通勤の方には交通費規定支給

千歳市白樺2丁目1-4株式会社いのうえ
千歳白樺店千歳白樺店

☎28-2096［担当］
井上

まずは、お気軽に
お電話ください。

ス タ ッ フ
WワークOK！未経験者大歓迎！
週1日〜OK♪ 夜間は高時給で稼げる!

コンビニで
働こう！

募
集

千歳 ア パ 店内業務全般

仕　事▶�アパート等の入退去の立会いや、家賃管理、入居者案
内、データ入力、アパートの手入れ等の管理業務の補助

資　格▶�要普通免許、パソコン操作(入力程度)可能な方、年齢・学
歴不問、水道周りの水漏れ修理等の経験がある方歓迎

給　与▶�時給950円
時　間▶�9:00～18:00　※応相談
勤　務▶�週2日～　※仕事が少ないときはお休みOK�

★ご自身で出勤日を調節できます。
待　遇▶車通勤可、社有車有
勤務先▶千歳市・恵庭市他

恵庭市
漁町102-1

■建物サービス業、清掃業、リフォーム業

採用係お気軽にお問合せください！ ☎35-5555

定年退職後の方の応募も歓迎
管理業務補助管理業務補助募集!!募集!!
千歳・恵庭・他 ア 管理業務補助

医療関係医療関係
22職種職種募集募集

◆薬剤師
資　格▶薬剤師免許、未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶月給260,000円

◆医療事務
資　格▶経験者優遇
給　与▶月給155,000円

《共通項目》
時　間▶�9:00～17:00�※実働7h�

9:00～12:00�※実働3h
休　日▶日、祝、年末年始
待　遇▶�各社保完備、交通費全額支給、車通勤可、�

制服貸与、昇給年1回、賞与年2回、有給休暇
勤務先▶千歳市錦町1丁目

札幌市北区北三十二条西5丁目1-23　ビアンノース2F　207号

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
面接は札幌で行います。　【担当】鶴岡

080-3708-7887
サン・ラディエンス株式会社

千歳 正 薬剤師、医療事務

〒065-0008 札幌市東区北8条東11丁目1-5

電話連絡の上、写真付き履歴書を郵送もしくは 
メールでご応募ください。

☎011-733-8857
m-saito@licolico.jp

受付/9～17時
担当/齋藤

ジェラート販売スタッフ募集ジェラート販売スタッフ募集
資　格▶�未経験者歓迎�※アルバイトのみ学生可�

※パート/週3日以上勤務できる方
給　与▶�時給1,000円 ※試用期間3ヶ月/時給900円
時　間▶�8:00～20:00�※実働5～7h�※シフト制（応相談）
勤　務▶�アルバイト/週2日～�※応相談�

パート/週3日～�※応相談
待　遇▶�各社保完備（勤務時間による）、�

交通費実費支給（当社規定有）、エプロン貸与
勤務先▶�GELATO�LicoLicoきたキッチン空港店�

/新千歳空港国内線ターミナルビル2F��
※6/18オープン予定

新千歳空港に6/18 NEW OPEN!（予定）

時時
給給1,000円1,000円

千歳 ア パ 販売

まずは電話連絡を！履歴書（写真付）は「カリンバこどもクリニック
応募」とご記入の上、下記送付先へご郵送ください。担当/星

090-6699-1334

恵庭市黄金南5-3-8

〒003-0021 札幌市白石区栄通20丁目7-7
　　　　　　　株式会社くるみクリエイティブ送付先

《共通項目》
時　間▶��月・火・木・金/8:30～18:00�

水・土/8:30～13:00�
（水・土/月2回程度カンファレンス等の日は
14:00まで）

休　日▶�日祝他、夏季休暇、年末年始
待　遇▶�厚生年金健保加入、車通勤可、有給休暇、�

業績・評価に応じ賞与・昇給有

★医療事務（パート）も同時募集! （時給950円～）

未経験の方もご応募ください!
仕　事▶�受付会計診療報酬請求、診療補助、�

院内環境整備（電子カルテ使用）
給　与▶ 月給175,000～225,000円  

★別途交通費規定支給

◆医療事務（正職員）

仕　事▶�処置、診察介助、電子カルテ入力、院内環境整備
給　与▶ 月給202,000～250,000円

◆看護師（正･准/正職員）

※医療事務を含め採用決定後、
　医療従事者として新型コロナワクチンの接種申請予定。

★他職種事務、サービス業からの転職歓迎いたします。

恵庭 正 医療事務･看護師

再就職したい方を応援しています!!再就職したい方を応援しています!!

タクシードライバータクシードライバー

資　格▶�要普通免許（3年以上運転経験のある方）、�
自家用車で通勤できる方、普通二種免許�
（お持ちの方は年齢不問、ない方は58歳まで）�
★養成制度有（当社で費用全額負担）

給　与▶�完全歩合制（売上の52％～60％） 
《月収例》月間売上50万円の場合で27万円

時　間▶�当社規定による��※詳細は面談にて
勤　務▶�日勤・夜勤のシフト制�※日勤専門、夜勤専門も可
待　遇▶�保険等完備、無料駐車場完備、入社6ヶ月後

有給休暇有（10日程度）、正社員昇格制度有

◎今までの生活を見直しませんか？　
◎将来に向け目標を見つけませんか？

 履歴書と免許証をご用意してまずはお気軽にお電話ください。

北都交通㈱千歳支店 
☎0123-27-4181

千歳市北信濃
783-1-4

人事担当/岩下

★�運転が好き、人と話すのが�
好きな方にオススメ!!

★�30〜70代の幅広い世代が働いています♪

全車輛（３0台）AT（ｵｰﾄﾏ）・カーナビゲーション付無線搭載
働く方の労働管理をしっかり行うので、安心して暮らせます

性別問わず性別問わず
活躍中！活躍中！

千歳 正 嘱 タクシー乗務員

〒061-1446�恵庭市末広町124番地社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会☎0123-33-9436

2021年6月7日㈪必着
応募締め切り

社会福祉協議会職員正職員 応募期日までに、恵庭市社会福祉協議会指定の�
履歴書（ホームページからダウンロードできます。）に�
必要事項を自筆記入し、郵送または持参ください。�
詳しい応募方法・申込書類等はHPでご確認ください。

◆第一次試験/2021年6月16日㈬
◆第二次試験/2021年7月8日㈭
◆採用日/2021年8月1日㈰予定

検索恵庭市社会福祉協議会

募
集

恵庭 正 総合職

仕　事▶�恵庭市社会福祉協議会事業の企画・運営等の�
総合職

資　格▶�要普通免許（AT限定可）、社会福祉士・精神保健
福祉士いずれかの資格保持者、大学（短大含む）
又は専門学校卒、令和3年4月1日現在で30歳�
未満の方（長期勤続によるキャリア形成を図る
観点から）

給　与▶�月給182,200円（大学新卒者の場合） 
※初任給は、学歴・職歴を考慮の上決定

時　間▶�8:45～17:15(休憩45分)
休　日▶�土日祝、年末年始、夏期休暇等規定によるもの
待　遇▶�各社保・共済会、通勤手当、昇給年1回、扶養手当、�

住居手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当等

まずはお電話のうえ、写真付
履歴書をお持ちください。 ☎0123-26-2191☎0123-26-2191 担当/つのだ

千歳市東雲町5丁目7-3�株式会社スターオート 千歳店 http://starauto1995.com/

正社員
未経験者歓迎!

ノルマなし!

レンタカー・ レンタカー・ 
ガソリンスタンド業界 ガソリンスタンド業界 

経験者大歓迎!経験者大歓迎!

軽整備 軽整備 
（タイヤ交換・オイル交換）（タイヤ交換・オイル交換）  

出来る方優遇!出来る方優遇!

営業
募集

仕　事▶�新車、中古車の販売業務、軽整備、他
資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許（AT限定OK）
時　間▶�10:00～19:00(実働8h）
休　日▶�4週8休�※火曜定休�

他シフト制　※会社カレンダーによる、�
年末年始

給　与▶ 月160,000円～ 
※例/月200,000円以上も可能 
※試用期間1～6ヶ月/時給861円～

待　遇▶�各社保完備、業績賞与年2回、燃料手当、�
交通費規定支給、車通勤可、カップ式飲料機�
使い放題

スターオート

千歳 正 営業

社会福祉法人 富門華会 デイサービス・ケアハウス サックル
〒059-1505 勇払郡安平町早来栄町157番地1

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。
☎0145-22-4646☎0145-22-4646

【担当】�
中田、中島 待　遇▶�各社保完備、通勤手当、無料駐車場有、�

住宅手当（月27,000円迄）、�
寒冷地手当（10月/76,400円）、�
昇給年1回、賞与年2回、試用期間3ヶ月

共通
項目

資　格▶�社会福祉主事、介護福祉士あれば尚可、普通自動車
免許、基本的なPC操作（Excel・Word)可能な方

給　与▶�月183,680～212,800円 
+特殊業務手当19,680～22,800円　 
※実務経験者優遇

時　間▶�8:30～17:30�※残業/月5h程度
休　日▶週休二日�※希望休相談可能

【介護職員】介護福祉士/時給970円　無資格/時給870円〜

【夜勤専属】一勤務14,500円〜
【調理員】調理師免許保持者/時給970円　無資格/時給870円〜

◆相談員（通所介護）

資　格▶�栄養士資格、短大卒以上、�
若年層キャリア形成の為44歳以下

給　与▶�月170,200～202,600円 ※実務経験者優遇
時　間▶�8:30～17:30
休　日▶シフト制、お盆、年末年始

◆栄養士（朝30食、昼55食、夕30食)パートも同時募集!
★実務経験者は給与面で優遇します

相談員
正職員募集!!

栄養士
安平 正 相談員、栄養士

（有）コスモファーム 千歳市中央2529-11（千歳駅から約7km）

電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

080-2733-5561

週週22日日〜〜
OK!!OK!!

勤務日・時間勤務日・時間
応相談

担当/山田
受付/8～18時

◆生産加工スタッフ◆生産加工スタッフ
仕　事▶�簡単作業で葉っぱを採り、袋詰め、�

箱詰めで重たい作業はありません。
期　間▶即日～10月
時　間▶�8:00～17:00の間

で4～8h(応相談）�
※午後からの短時間勤務大歓迎！

勤　務▶�週2日～OK！
給　与▶�時給880円～
休　日▶�日曜
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費規定支給
資　格▶�車通勤可能な方、未経験者歓迎
勤務先▶�千歳市中央2529-11
★週1日しか働けない方も曜日によっては、ご相談受けます。

千歳 パ 生産加工

Jケア株式会社
訪問看護ステーション結

担当/採用係

まずは、お気軽にお電話ください。【受付/9〜18時】

☎0123-29-5785

資　格▶�要普免、正看護師
給　与▶�新卒/月給173,500円～資格手当込　 

正看看護経験者/月給260,000～270,000円
時　間▶�8:30〜17:30
休　日▶�土・日・祝日、夏季休暇、年末年始
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、賞与年2回（業務成績による）

〒061-1449�
恵庭市黄金中央1丁目13-1

業 務 拡 大 に つ き業 務 拡 大 に つ き
ス タ ッ フ 募 集 ! !ス タ ッ フ 募 集 ! !
育児や介護中の方も勤務時間相談ください♪

恵庭 正 訪問看護師

ご夫婦揃ってのお仕事です。

仕　事▶�学生寮の運営管理、�
寮生への対応、給食運営等

資　格▶要普通免許
給　与▶�月430,000円～（夫婦合算）
時　間▶5:30～23:00の間で実働6h
休　日▶�日・祝、夏期・冬期各10日間
待　遇▶�各社保完備、昇給年1回、賞与年

2回、住居費・光熱費会社負担
勤務先▶恵庭市恵み野北3丁目1-4

まずはお電話ください。

ジケイ・スペース株式会社

☎0123-36-2271

寮長・寮母さん寮長・寮母さん

〒061-1373�恵庭市恵み野西2-2-11

担当/松永　受付/9～18時

学生寮の学生寮の
募募
集集

未経験者歓迎‼

恵庭 正 寮長

八
ハ ッ シ ン

神エモーション
札幌市清田区美しが丘1条1丁目2-7　�業務請負業・労働者派遣業�派01-300216�〈自社求人情報サイト〉http://www.e-hasshin.com/

現在就業中の方も応募OK！ 入社日は相談して下さい。　登録のみの方も応募OKです！

0120-084-842 ●受付
平日�9:00～17:30
※上記以外はツタモリへ080-6073-7977

株式
会社

（本社）
（ツタモリ）

給　与▶�時給1,100～1,220円（昇給有）
時　間▶�①6:15～14:30�②14:15～22:30�

③22:15～翌6:30�
※①～③は実働7.25h�
※①～③の交替勤務または①と②の
　日勤シフトから選べます。�
※残業月10～20h程度

休　日▶シフト制�※大型連休有
待　遇▶�報奨金有、有給休暇、交通費規定支給、各

種保険有、制服貸与、無料1R寮有、昇給有

［派遣］電子部品の製造･検査補助
★勤務先/千歳市

★★��正社員登用実績有正社員登用実績有

★�★�日勤帯での�日勤帯での�
シフト有シフト有

長期安定長期安定
就業可能！就業可能！
★★�JR千歳駅から無料の送迎有�JR千歳駅から無料の送迎有
★�年2回報奨金有★�年2回報奨金有（7〜20万円）（7〜20万円）

★�★�男女ともに幅広い�男女ともに幅広い�
年代が活躍中！年代が活躍中！

面接は随時ご都合に合わせて行います。 面接は随時ご都合に合わせて行います。 
※  夜間や土日もご都合に ※  夜間や土日もご都合に 

合わせて行います。 合わせて行います。 
まずは、お気軽に まずは、お気軽に 
お電話ください。お電話ください。

千歳 派 電子部品の製造･検査補助


	07_q01

