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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
道と川の駅「花ロードえにわ」敷地内
恵庭市南島松817-18 ☎36-2700

毎週木曜日は加工品Day！【営業時間】9:00～17:00

090-7055-5098090-7055-5098

仕　事▶�提携先ビジネスホテルの夜間出張�
リラクゼーション（代替医療・もみほぐし）

資　格▶�リラクゼーション・整体経験者、車通勤できる方�
実務経験年数不問、未経験者もOK

給　与▶�時給900〜1,125円　�
※歩合制�月70,000円〜90,000円�
　（例/1日1.5人×17日)　�
※季節・経験に応じて変動有�
※委細面談

時　間▶�20:30～23:30（実働3h）
勤　務▶週1日～OK
勤務先▶�千歳駅周辺提携各ビジネスホテル�

及び、恵庭市内各ビジネスホテル
担当/柳原
受付/16:00～20:30応募

千歳・恵庭 委 リラクゼーション・整体

千癒庵

リラクゼーションスタッフ募集!

週1日〜 週1日〜 
でもOKでもOK

出張専門リラクゼーションサロン
〒066-0057　千歳市若草3丁目5-10

-せんゆあん-

仕　事▶�野菜のカットやパック詰め、�
並び替え、値段付け等

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）�
③14:00～18:00（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�

※業務スーパー千歳店内（千歳市北信濃783-1）

業務スーパー 野菜コーナーでのお仕事です!

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

千歳市北信濃783-1㈱ベジフル北海道 店舗運営部

千歳 ア パ 野菜･果物売り場の管理全般

★経験不問! ★扶養内OK! ★男女共に活躍中!

時間選択可!時間選択可!
組み合わせて組み合わせて
の勤務も可!の勤務も可!

午前中午前中のオシゴトです♪のオシゴトです♪清掃員

北島工業㈱ 北広島市中央3丁目8-2
第6ニューオータニビル2F

☎011-372-1230
電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

面接は現地で行います。《担当》宍戸

仕　事▶�工場内の事務室･食堂･廊下･トイレなどの日常清掃
給　与▶�時給861円
時　間▶8:00～11:00�※実働3h
勤　務▶�月～土曜��

※�基本月～土ですが、出勤できない日が�
あっても大丈夫です。ご相談ください。

待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶千歳駒里2208番地

《受付》月～金�
8:30～17:00

千歳 パ 日常清掃

㈱北海道グリーンハウス
札幌市中央区北3条西2丁目8番地　さっけんビル2F

調理師調理師

担当/
おぐら☎011-232-2430

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は勤務先で行います。

仕　事▶�患者食調理、下処理、盛付、�
配膳下膳、食器洗浄

資　格▶調理師免許
給　与▶時給1,300〜1,400円
時　間▶�5:00～19:30(実働8h)��

※2交替制
待　遇▶�各社保完備、制服貸与、早番手当有、�

マイカー通勤可、交通費規定支給
勤務地▶恵庭南病院

募集!!募集!!

恵庭 パ 調理

福原医院 〒061-1351
恵庭市島松東町
3丁目1-15

◆正・准看護師�《1名募集》
仕　事▶�外来看護業務、勤務時間は①②と色々。�

業務スタイル対応
給　与▶�時給1,200〜1,300円
時　間▶�①8:30～12:00��

②�14:00～18:00
勤　務▶�週3～6日の中でシフト制
休　日▶�日・祝日
待　遇▶�雇用保険、労災保険、�

交通費規定支給、車通勤可
◆医療事務�《1名募集》
仕　事▶�レセプト事務全般
資　格▶�経験者希望、パソコン扱える方
給　与▶�時給950円
時　間▶�①8:30～12:00��

②14:00～18:00�
※土曜日は午前診療

休　日▶�日・祝日
待　遇▶�雇用保険、労災保険、�

交通費規定支給、制服貸与
★�正職員も募集しております。�
お気軽にお問い合わせください。
�電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

担当/生
しょうげんじ

源寺
【受付/8:30～17:00】☎36-8029

恵庭 パ 看護師、医療事務

仕　事▶�受付業務、清掃（遊具の片付けが中心）、遊具の�
利用方法説明（お客様から尋ねられた場合）等

資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶時給900円
時　間▶��9:45～15:00、15:00～19:00�※シフト制
勤　務▶�週2日～応相談�※土日勤務出来る方優遇
待　遇▶�制服貸与、レラ館内従業員割引有、�

交通費規定支給（上限20,000円）

受付受付・・説明説明
スタッフスタッフ

増員募集!増員募集!

WワークOK 扶養内OK
主婦（夫）さん、フリーターさん、学生さん、みんなOK！

★ちとせモール店(千歳市勇舞8丁目1-1)も同時募集

千歳市柏台南1丁目2-1
千歳アウトレットモール・レラ1230区画

応募

Kid's US.LAND
千歳アウトレットモールレラ店

担当/アイダ070-5450-8581

週2日〜週2日〜OKOK
未経験者未経験者歓迎歓迎

時給900円時給900円

穏
や
か
な
職
場
で
す
♪

穏
や
か
な
職
場
で
す
♪

千歳 ア パ 受付

の洗浄ライン

仕　事▶�新車・中古車の洗浄ラインでのシートや�
ボディ洗浄、加修作業等

勤務先▶�トヨタカローラ札幌㈱総合物流センター
休　日▶�日曜・祝日、他シフト制（月7～10日）�

★GW・お盆・年末年始の長期連休有�
　（年間所定休日108日）

時　間▶�9:00～17:00
給　与▶�時給920円〜�

（月22日勤務の場合、月収141,680円以上可能）
資　格▶�要普通自動車運転免許（運転経験1年以上）
待　遇▶�交通費当社規定支給、社会保険完備、作業服貸与、

有給休暇有、能力に応じて昇給有

恵庭市北柏木町3丁目73

まずはお気軽にお電話ください。面接日時をお知らせします。
写真付履歴書をお持ちください。

担当/�佐藤・傳法(デンポウ)
☎0123-47-8000

トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター

担当/酒井
☎0123-33-9660

新車 中古車

◆40〜50代も活躍中!!　◆昇給有 
◆マイカー通勤可能!　◆お休み充実

新車・中古車
恵庭 契 洗浄ライン作業

未経験者大歓迎!

ご都合に合わせて
働きやすい!

仕　事▶�パン・和洋菓子・弁当等の製造（ベルトコンベア�
を利用した仕上げ・盛り付け等のライン作業）�

時　間▶�①�昼勤/�ⓐ8:00～16:30（休憩1h）�
ⓑ9:00～17:30（休憩1h）

　　　　②�夜勤/19:00～翌3:30（休憩1h）
勤　務▶�週3～5日�※面接時に相談可
給　与▶�①時給950円　②時給1,020円�

※22〜翌5時は時給1,275円
資　格▶�未経験者歓迎、食品衛生上マニキュア・付け爪・�

ひげは禁止、貴金属類の着用不可
待　遇▶�社会保険完備、交通費規定支給、車通勤可、�

当社製品社内販売有、格安食堂完備（パン食は無料）、�
制服貸与、昇給・賞与有、近郊エリア無料送迎バス有

★週3日~OK! 徐々に日数を増やすことも可能。
★昼勤だけ/夜勤だけの固定勤務です。
★ JR恵庭駅から無料送迎バスあり!  

詳しくはお問い合わせください。

ブランクある方や未経験者も大歓迎!!

山崎製パン㈱札幌工場恵庭市
恵南10-1

★中央バス｢山崎製パン札幌工場前｣から徒歩5分

受付/9～18時　人事採用担当まで
☎0123-34-1128

アルバイト希望の方も、お問い合わせください。

地域社員も同時募集中!!
詳しくはこちら

まずは、お気軽にお電話ください。

製造員製造員
※月収は勤務条件により変動します。※生産状況に応じて残業の可能性有

【昼勤】【昼勤】  114,000～156,750114,000～156,750円円

【夜勤】【夜勤】  140,768～193,556140,768～193,556円円 ※別途残業代有
7.5h×（16～22日）＋深夜手当

※別途残業代有
7.5h×（16～22日）

月16日～月22日勤務の場合月収例

パート
募募
集集

恵庭 パ 製造

北海道産のフルーツ専門店です♪ 仕　事▶�北海道産のフルーツの販売業務全般、�
生フルーツ・カットフルーツ・フルーツ加工品、
ソフトクリームなどの販売・補充・レジ�
業務、商品の発送受付等

資　格▶�学歴・経験不問、学生不可、�
フルタイム・土日勤務できる方歓迎

給　与▶�時給920円〜　※昇給有　※経験者優遇　�
※試用期間3ヶ月/時給870円

時　間▶�①7:30～16:00　②10:00～18:00　�
③12:00～20:30

休　日▶��月8～10日　※シフト制
待　遇▶�交通費規定支給、駐車場代補助有、各社保完備、

制服貸与、社員割引有、空港施設内割引有
勤務先▶�HOKKAIDO�FRUITS　耕人舎�

（新千歳空港国内線ターミナルビル2F）

千歳市美々 新千歳空港国内線ターミナルビル2FHOKKAIDO FRUITS 耕人舎

NEW OPEN!
7月1日

オープニングスタッフオープニングスタッフ募募集集

新千歳空港内に

★全員一からのスタートなので安心♪
★接客がはじめての方も安心してスタート 
　できるように、研修時間もじっくり設け
　ています!
★ 長く安定的に働きたいと考えている方

大歓迎！

☎0145-26-2800
担当/田仲　【受付】平日�9～17時㈱北海道興農社�本社

まずは、お気軽にお電話ください。

千歳 パ 販売

〒066-0062　
千歳市千代田町7丁目1789-3�千歳ステーションプラザ5F

医療法人社団たけやま腎・泌尿器科クリニック
☎011-551-7050　担当/人事労務顧問�山下
★応募に関する事はお気軽にお問合せください。

詳しくはホームページの求人情報をご覧ください。

［応募］写真付き履歴書をご郵送ください。

正・准看護師
募集！
勤務開始日
応相談！

仕　事▶�外来・透析看護業務�※未経験の方にも技師�
（5名在籍）が親切丁寧にお教えします。

資　格▶�正看護師または准看護師
待　遇▶�社保完備（勤務時間による）、交通費規定支給、自家用

車通勤可（［正］駐車場手当支給、［パ］クリニックで用
意した駐車場をご利用ください。）

共
通
項
目

http://takeyama-uro.com/

未経験の方にも未経験の方にも
親切・丁寧に親切・丁寧に
お教えします♪お教えします♪

給　与▶��正看護師/月給21〜26万円�准看護師/月給20〜25万円�
※資格手当含む

時　間▶�月・水・金/8:15～17:45�
火/8:15～17:45、8:15～12:30（月1回）�
木・土/8:15～12:45�☆入り時間等は応相談

休　日▶�日、土（月1日）�※祝日、GW、お盆、年末年始は交替でお休み

正
職
員

給　与▶�正看護師/時給1,400〜1,500円�
准看護師/時給1,300〜1,400円�
※資格手当含む

時　間▶�①8:15～12:45�②14:00～17:00�
③8:15～17:00（月3回程度）※シフト制��
※木・土は①のみ�☆時間選択可、入り時間等は応相談

勤　務▶週3～4日�※日数・曜日等は応相談
休　日▶日、祝日他、土(月2、3日)、GW、お盆、年末年始

扶養内扶養内
勤務OK!勤務OK!パ

ー
ト

千歳 正 パ 正・准看護師

まずはお電話ください！�担当/正能（しょうのう）

仕　事▶接客、レジ、品出し等の店内業務全般�
資　格▶�未経験者歓迎、学生可
給　与▶�平日/時給900円�

土日祝/時給950円�
※試用期間100h/時給865円

時　間▶��①8:00～13:00�②12:00～17:00�
③17:00～ラスト�※時間応相談

休　日▶�シフト制�※年中無休
勤　務▶�週2～6日�※応相談
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与
勤務先▶�シャトレーゼ恵庭店/恵庭市本町7-3

☎0123-25-3321

土日祝は
時給950円!

学生さん
大歓迎!

ボヌール株式会社
恵庭市本町7-3�シャトレーゼ恵庭店

時間帯応相談！フルタイム大歓迎!!時間帯応相談！フルタイム大歓迎!!

シャトレーゼ恵庭店シャトレーゼ恵庭店
スタッフ募スタッフ募集集!!!!

恵庭 ア パ 店内業務

〒061-1442 北海道恵庭市緑町2丁目3番4号

●電話連絡の上、履歴書をお持ちいただくかご郵送ください。

（北央商事�担当/高橋　受付/9～17時）
☎0123-34-0828

シャディサラダ館

仕　事▶�店内での販売・接客および配達、�
電話応対、簡単なPC作業(値札作りや
在庫管理など)

資　格▶�簡単なPC作業が可能な方、�
経験者優遇・未経験者可

給　与▶�店長候補/月15〜20万円��
　　　　�※経験による�
パート/時給861円〜

休　日▶�火曜日（シフト制）�
※年間休日105日��
※パートは勤務応相談

時　間▶�9:00～18:00の間でシフト制　�
※パートは応相談

待　遇▶�各社保完備、車通勤可、交通費
規定支給、昇給有、有給休暇有、�
正社員登用（キャリアアップ）制度有

パートさん
店長候補�募集‼︎

&

★経験者優遇　★未経験者可

恵庭 契 パ 店内業務

すぐ働ける方募集!
接客経験者大歓迎♪

恵庭農畜産物直売所 かのな 恵庭市南島松817-18
☎0123-36-2700☎0123-36-2700

電話連絡の上、面接いたします。担当/新保

資　格▶�土日・祝日勤務できる方歓迎
仕　事▶�販売レジ・接客、パッケージ詰め等
給　与▶�時給870円
時　間▶�8:00～17:00（実働4～8h）�

※残業有
勤　務▶�週5日�※応相談
待　遇▶社保完備
勤務先▶�恵庭市南島松817-18�

（道と川の駅�花ロードえにわ敷地内）

扶養内
OK!

女性が女性が
元気に元気に
活躍中!!活躍中!!

恵庭 パ 店内業務
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