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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

◆客室他ホテル内の清掃
勤務先▶︎支笏湖温泉
時　間▶︎9:00～14:00
給　与▶︎時給990円～
勤　務▶︎週4日～
待　遇▶︎�雇用保険、交通費実費支給、�

残業手当、車通勤可、�
週払い可、退職金制度有

㈱リンクアソシエーション
札幌市白石区南郷通18丁目北7-17谷口ビル4F

労働者派遣業(派)01-300477��有料職業紹介事業01-ユ-300256

採用係

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
≪出張面接OK≫

担当/春日
☎011-846-0172

080-9618-3992

千歳 派 清掃

有限会社 イーワークス
人材派遣業 派01-300151 職業紹介 01-ユ-300083

恵庭市京町80番地�恵庭商工会議所ビル1F お気軽にお電話ください。 ☎0123-33-5555  info@eworks-jobnet.com

期　間▶︎�即日～長期
時　間▶︎10:45～16:00（実働5h）�
休　日▶︎�シフト制　※希望休取得OK
給　与▶︎�時給1,000円+交通費規定支給
待　遇▶︎�雇用・労災保険
勤務先▶︎恵庭市

期　間▶︎�即日～長期
時　間▶︎8:45～17:45（実働8h）�
休　日▶︎�土日祝、他GW、お盆、年末年始
給　与▶︎�時給1,050円+交通費規定支給
待　遇▶︎��各社保、雇用・労災保険
勤務先▶︎恵庭市

期　間▶︎最大6ヶ月の派遣期間後、直接雇用
資　格▶︎フォークリフト免許必須
時　間▶︎8:30～17:30（実働8h）�
休　日▶︎�シフト制　※希望休取得OK
給　与▶︎�時給1,100円+交通費規定支給
待　遇▶︎�各社保、雇用・労災保険
勤務先▶︎恵庭市

期　間▶︎即日～長期
時　間▶︎8:20～17:20（実働8h）�
休　日▶︎�土日祝、他GW、お盆、年末年始
給　与▶︎�時給1,000円+交通費規定支給
待　遇▶︎�各社保、雇用・労災保険
勤務先▶︎恵庭市

派遣 派遣

派遣紹介予定

★週4日勤務〜OK!
★人気の扶養内でのお仕事♪

★残業ほぼなし!家庭と両立しやすい♪
★運転・集金業務なし!

★将来性あり! ★みなさん未経験からスタートしてます!

※紹介予定派遣のため、派遣期間後は直接雇用�
　（準社員）に切り替え予定

食品雑貨・飲料のピッキング 建築資材の受注事務

断熱ボードのカット加工 サッシの組立

他にもお仕事たくさんあります!

お仕事登録相談会お仕事登録相談会
7/20 21 9：00～17：00 

（最終受付16：30）

友だち登録後、アンケートに回答してくれた方、先着100名に

友だち登録後、抽選クーポンを配信→アタリが出たら

恵庭市新町10番地
恵庭市民会館サークル研修室

開開
催催

下記日程以外も平日は随時、
登録・相談受付中!

LINE公式アカウント開設1周年記念!

クオカード500円分

恵庭のご当地サイダー

日時 場所火 水

キャンペーン開催中!キャンペーン開催中!

をプレゼント!をプレゼント!

友だちに
なってね♪

8/108/10までまで

ハズレても
Wチャンス有！

恵庭 派 ピッキング、加工、受注事務、組立

千歳

時間･日数時間･日数応相談応相談

まずはお気軽にお電話ください。

千歳店
HAIR COLOR CAFE 千歳市新富

2丁目1-5�1F

090-8623-3888

仕　事▶︎�ヘアカラーを中心に、カットや縮毛矯正など
を行います。カラー、シャンプー専属でも可。

資　格▶︎美容師免許
給　与▶︎ 時給1,100円
時　間▶︎10:00～19:00の間で応相談
勤　務▶︎�週3日～（応相談）
休　日▶︎�シフト制（応相談）�

※定休日/火･日曜�
待　遇▶︎車通勤可

ヘアカラーカフェ

パート
募集

パ 美容スタイリスト

写真付履歴書・職務経歴書をご郵送ください。

〒066-0054 千歳市柏陽4丁目3-5
【お問合せ】☎0123-48-5151

当院HP（https://koyodai.hcfm.jp/）や、�
ハローワークにて、募集内容の詳細を確認できます。

向陽台ファミリークリニック

◆看護師《正職員》
仕　事▶︎�診療所外来の看護師業務、訪問診療同行（社用車運転業務有）、

他カンファレンス、委員会活動などのクリニック運営業務
資　格▶︎�看護師資格、外来看護師実務経験、電子カルテ操作、

Excel･Wordを使ってのPC操作、要普通免許
給　与▶︎�月185,000～345,000円 ※他手当有
時　間▶︎�月、火、木、金/8:30～18:00�

水、土/8:30～12:30�
※シフトによる変形労働時間制��
※時間外/月平均10h�
※土曜日は、月2～3日程度の勤務

休　日▶︎�日・祝

◆医療事務《パート》　★産休・育休代替の募集です。
期　間▶︎�～12月31日�※延長の可能性有
仕　事▶︎�受付・会計・電話対応、レセプト業務、�

院内での患者誘導等の簡単な医療補助
資　格▶︎�医療事務経験あれば尚可、未経験者も応募可、基本的なPC操作
給　与▶︎�時給861～950円
時　間▶︎�月・火・木・金/8:30～18:30の間で実働4～7h�

水・土/8:30～12:30�
※時間応相談

勤　務▶︎�週4日程度

【共通項目】
待　遇▶︎�各社保完備（時間による）、交通費規定支給、車通

勤可、無料駐車場有、試用期間3ヶ月有、制服貸
与、【正職員のみ】昇給有、賞与年2回

募集募集看護師看護師
医療事務員医療事務員

正
社
員

パ
ー
ト

見学のみもOK! 見学のみもOK! 
お気軽にお問合せください。お気軽にお問合せください。

千歳 正 看護師パ 医療事務

■パート看護師募集
仕　事▶︎看護師業務全般
資　格▶︎�看護師・准看護師資格
給　与▶︎時給1,400～1,600円
時　間▶︎�①8:00～14:00�

②8:00～17:30�
※①②選択制�※応相談

休　日▶︎土日、他
待　遇▶︎雇用・労災保険、車通勤可、昇給有
応　募▶︎写真付履歴書をご郵送ください。

〒066-0062�
千歳市千代田町3丁目5番地�セントラルビル4F宛先

☎0123-40-0022
古泉循環器内科クリニック
医療法人社団

★時間帯選べます

千歳 パ 看護師

仕　事▶︎�福祉施設内の日常清掃。床のモップ拭き、�
トイレ清掃等の家庭的な仕事です。

資　格▶︎�未経験者・ブランクある方OK
給　与▶︎�時給865円
時　間▶︎�6:00～9:30�※6:30～10:00もOK
勤　務▶︎週3日
休　日▶︎�日・祝日、他お盆・正月休み有
待　遇▶︎�交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、�

扶養控除内勤務可
勤務先▶︎�千歳市大和4丁目3-11（支笏湖通り沿い）

■ビルメンテナンス業

大和ビル管理 株式会社
〒062-0933�札幌市豊平区
平岸3条9丁目10-6

清掃スタッフ募集!!

受付/9～18時（月～金）
担当/管理部☎011-812-7718

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。 
★相談の上、面接の場所を決定します。

Wワーク
OK！

千歳 ア パ 清掃

☎0123-46-5829
お電話またはメールにてご連絡ください。 担当/高橋、松田【電話受付/10〜21時】

chitose@matsuo1956.jp

短時間/長時間 両方可能‼︎

新千歳空港店
千歳市美々新千歳空港3F

パート・アルバイト  ホール・キッチン
仕　事▶︎�レストラン（新千歳空港店）での�

ホール中心の接客、レジや厨房の�
お手伝い等

給　与▶︎�一般/時給930円～　 
高校生/時給900円～

◎お子さんの急病や、春・夏休みも対応可能♪
◎月2回、希望でシフト作成します。

時　間▶︎�10:00～21:00の間で3～8h�
（応相談）

勤　務▶︎�週2～6日（応相談）�※シフト制
待　遇▶︎�各社保完備、制服貸与、昇給制度有、�

交通費規定支給（上限5万円）、�
賞与年2回（パート）、食事補助有、�
従業員割引有、有給休暇有

フリーター・フリーター・
パート・学生パート・学生さんさん大歓迎!

はじめはみんな初心者です！いっしょに楽しく働きましょう！
未経験者歓迎！ブランクOK！

●平日だけ働きたい！●扶養範囲内で働きたい！
●土日祝だけ、用事の前後に… 全部OK!!全部OK!!

時間帯時間帯
相談可相談可

千歳 ア パ ホール・キッチン

◆洋菓子製造/安平町早来
仕　事▶︎�①生地・クリーム製造�②ライン・梱包・入出荷作業�③機械清掃
時　間▶︎�①7:00～16:00�②8:30～17:30�

③12:00～20:00�※③応相談
給　与▶︎�①③時給1,050円 ②時給1,000円
休　日▶︎週休2日�※希望休OK�※土日祝の休みも可
◆電機部品溶接作業/由仁町
資　格▶︎未経験者応募可、溶接免許あれば尚可
時　間▶︎�8:30～17:20
給　与▶︎�免許なし/時給1,150円 免許有/1,200円
休　日▶︎土日祝

㈱トーティック 千歳市信濃4丁目8-13札幌事業所
■一般労働派遣事業（派01-300501）

☎0123-25-8775応募 【受付/8:30～18:00】採用係

★�そのほか、食品加工・ピッキング・検査・�
フォークリフト作業等、オシゴトいろいろあります。

高時給!高時給!
《共通項目》
待　遇▶︎�社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

制服貸与、日払い・週払い可（規定有）

❷❸のみ
送迎有

その他 派 洋菓子製造、溶接作業

受付/平日9～18時
担当/採用担当☎0123-25-3830応募

有限会社 山友
さんゆう

千歳市北栄2丁目22-2
http://sanyujp.com

時　間▶︎9:00～18:00（休憩1h）
給　与▶︎ 月給150,000～200,000円 

※経験・能力による  
※試用期間3ヶ月有/時給861円

資　格▶︎�要普通免許（AT限定可）、�
基本的なPC操作ができる方

休　日▶︎�隔週土曜、日曜、祝日、GW､お盆、年末年始、�
有給休暇�※年間休日105日程度

待　遇▶︎�社会保険完備、昇給年1回、賞与有（規定有）、
燃料手当、家族手当、残業手当、休日出勤手
当、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

一般事務一般事務募集中!!募集中!!

未経験者未経験者
歓迎！歓迎！

千歳 正 一般事務

《共通項目》
勤　務▶︎週3日～�※応相談
待　遇▶︎�各社保完備（勤務状況による）、車通勤可（無

料駐車場有）、交通費規定支給、作業着貸与、
健康診断（会社負担）、1日体験有

◆日勤
期　間▶︎長期
給　与▶︎時給865円
時　間▶︎�9:00～13:00または16:00�

※状況により時間の変動有
◆夜勤
期　間▶︎長期
給　与▶︎時給1,080円
時　間▶︎�23:00～翌3:00または翌7:00�

※状況により時間の変動有

野菜野菜 カットカットスタッフスタッフ
小さいお子さんがいるスタッフも活躍中！小さいお子さんがいるスタッフも活躍中！
土土日日出勤できる方、大歓迎です♪出勤できる方、大歓迎です♪

未経験者歓迎 扶養内OK

恵庭市北柏木町3丁目恵庭市北柏木町3丁目
160-1（アレフ工場内）160-1（アレフ工場内）㈱エフケー

受付/9～16時
担当/採用係☎39-5310☎39-5310応募

の

�有給休暇を
取りやすい 
環境です♪

恵庭 ア パ 野菜のカットスタッフ

〒003-0871�札幌市白石区米里1条3丁目2-1
【HP】http://www.m-ichiba.jp/

担当/遠藤☎011-872-2500

資　格▶︎未経験者歓迎
時　間▶︎�7:00～21:00の間で実働8h
休　日▶︎�月7～8日
給　与▶︎�時給1,050円～ ※試用期間有 

★経験により優遇します。
待　遇▶︎�各社保完備（勤務による）、�

交通費規定支給（月25,000円迄）、�
制服貸与、正社員登用制度有

勤務先▶︎�千歳市美々�新千歳空港ターミナルビル内
応　募▶︎�電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。�

※千歳市内での面接も可能です。

港町市場 ㈱遠藤水産

店頭販売スタッフ募集店頭販売スタッフ募集

パート

千歳 パ 店頭販売
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