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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 営業時間  10:00～18:00 飲食コーナーは15:00迄（年中無休）
千歳市真々地4丁目9-1 ℡ 0123-27-0510

毎
月18日
いちばの日 10～8％OFF!全

品

30%OFF!
お菓子 20%OFF  
民芸品 10%OFF  

いつでもお得!

※一部除外品有

店頭表示
価格より

300円ラーメン
みそ・しお・しょうゆ

（税込）

海産物

さらに

【同時募集】
夜勤専門ケアスタッフ

★1回19,700円可能!
勤務/月7〜9回

グループホーム向陽台 千歳市白樺
2丁目1-1

☎0123-28-5888 担当/水谷

電話連絡を頂いた後、面接日を決定します。
面接時に写真付履歴書・資格証をお持ちください。

◆ケアスタッフ（フルタイム）
仕　事▶認知症高齢者の日常生活支援・介護
給　与▶�日給6,750円（更新時昇給有） 

＋夜勤手当5,000円/回＋資格手当 
＋処遇改善手当（600円/日） 
※試用期間3ヶ月間は処遇改善手当支給なし

時　間▶�早番/7:30〜16:00（休憩1h、実働7.5h）�
日勤/9:00〜17:30（休憩1h、実働7.5h）�
遅番/10:30〜19:00（休憩1h、実働7.5h）�
夜勤・明/17:00〜翌9:30（休憩1.5h、実働15h）�
※シフト制

勤　務▶�4週8休（月21〜22日）
資　格▶�普通自動車運転免許
待　遇▶�労災適用、各社保完備（勤務時間による）、�

交通費規定支給（2km以上/上限12,000円）、�
車通勤可（無料駐車場有）

資格取得支援制度有!!

経験者大歓迎!経験者大歓迎!

千歳 契 ケアスタッフ

資格がなくても応募可能です！

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

勤務日は相談の上決定。週休2日制も相談可！

タクシー 
ドライバー募集!!

4勤1休だからしっかり稼げる!

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

勤　務▶4勤1休
給　与▶ 完全歩合制　日勤/月200,000円～　 

　　　　　　夜勤/月250,000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）

※入社後1年間は給与保証有 
　 (当社規定による）

千歳 嘱 タクシー乗務員

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。

◆野菜の選別（恵庭市島松）
期　間▶即日〜10月末
給　与▶時給950円
時　間▶�9:00〜17:00��

※現場により変動
休　日▶シフト制
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可�

（無料駐車場有）、残業手当有

★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）

すぐ働けます!すぐ働けます!

時給950円
未経験未経験

短期短期
募集募集

シニアシニア
の方の方

主婦（夫）主婦（夫）
さんさん

恵庭 派 野菜の選別

大大歓歓迎!迎!

担当/中野☎0123-39-2133
〒061-1433 恵庭市北柏木町5丁目3-1

履歴書（写真貼付）を下記担当者宛に
郵送いただくか、直接お電話ください。応募

女性が活躍している職場です!!

株式会社 恵庭商品物流センター

給　与▶�一般商品仕分け担当/時給886円 
重量物含む商品仕分け担当/時給1,026円

時　間▶�①9:00〜15:30�②③④9:00〜17:00
勤　務▶�①週4日以上�②週3日以上�

③月、木�④月、火、木�
※①と②は曜日応相談

休　日▶土・日
資　格▶�祝日勤務可能な方、�

60歳未満の方（定年60歳の為）
待　遇▶�勤務時間により社会保険適用、有給休暇有

（6ヶ月勤務後付与)、交通費規定支給（月額�
上限15,000円）、制服貸与、車通勤可

長期可能な方歓迎!

千歳・恵庭
から

送迎有
扶養内
OK!!70歳まで

の再雇用
制度有

商品の仕分けや各店舗への発送準備作業

恵庭 ア パ 商品仕分け担当

札幌市中央区南2条
西11丁目327-12-403協働美装㈱札幌支店

《勤務先》南恵庭駐屯地内隊員食堂
◆調理師（フルタイム）�
給　与▶時給950円～�
資　格▶調理師資格必須
時　間▶�4:00〜13:00�※実働8h（応相談）
◆調理補助
給　与▶ 時給900円 ※5時迄深夜割増有/時給1,125円
時　間▶�①4:00〜7:30�※実働3.5h（応相談）�

②4:00〜13:00�※実働8h（応相談）�
③8:30〜16:30もしくは18:30（炊飯要員）

◆食器洗浄
給　与▶ 時給900円 ※試用期間3ヶ月/時給880円
時　間▶�①9:30〜18:30（実働7h）�

②9:30〜16:00（実働5h）�
③12:00〜18:30（実働5h）�
※①〜③選択OK�
④12:00〜18:00（実働4.5h）/土日祝�
※月に数回土日勤務あります。

《勤務先》北恵庭駐屯地内隊員食堂
◆調理師（フルタイム）
給　与▶時給1,000～1,200円
資　格▶調理師資格必須
時　間▶�①4:00〜13:00（実働8h）��

②8:30〜18:45（実働8h）�
※①②選択可

◆調理補助（炊飯要員）
給　与▶�時給1,000円  

※5時迄深夜割増有/時給1,250円
時　間▶�4:00〜7:30�※実働3.5h（応相談）

《共通項目》
勤　務▶シフト制�※日数・時間はご希望をお伺いします。�
待　遇▶�各種保険完備(時間数による）、制服貸与、�

交通費規定支給
未経験者未経験者
OK！OK！

未経験者未経験者
OK！OK！

短時間勤務短時間勤務
もご相談 もご相談 
くださいください

短時間勤務短時間勤務
もご相談 もご相談 
くださいください

未経験者未経験者
OK！OK！

まずはお電話ください。面接は、恵庭市内で行います。

☎011-215-8908

恵庭 パ 調理師、調理補助、食器洗浄

仕　事▶入居者様の介護・生活介助・生活部門の整理等
時　間▶�日勤/7:00〜20:30（実働8h、休憩1h）
　　　　夜勤/�16:00〜翌8:00（実働14h、休憩2h）��

※月4〜5回
休　日▶�週休2日制�※年間休日120日
勤務先▶�特別養護老人ホーム　やまとの里�

（千歳市大和4丁目2-1）

資　格▶�介護福祉士（実務経験5年以上）
給　与▶�月165,000～300,500円+夜勤手当 

（年齢・経験に応じて支給） 
※資格手当含む

待　遇▶�各社保完備、賞与年2回（3.4ヶ月分）、�
扶養手当、住宅手当（規程による）、寒冷地手当
（11月〜3月）、有給休暇、交通費規程支給、�
車通勤可（駐車場無料）、昇給年1回 共

通
項
目

応募
社会福祉法人

千歳福祉会
〒066-0066
千歳市大和4丁目2-1

採用担当/中尾�
（受付/9:30〜17:30）

介護職員募集正職員･準職員

特別養護老人ホーム 暢寿園のスタッフも同時募集!

正
職
員

準
職
員

賞与
年2回有

各種
手当有

資　格▶介護職員初任者研修修了者（ヘルパー2級）必須
給　与▶�月149,250～254,250円 

+夜勤手当（10,000円/回)　 
※資格手当含む

待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、有給休暇、車通勤可、�
賞与年2回（2.55ヶ月分）、介護福祉士手当5,000円

●お仕事の内容･待遇など、その他小さなことでもお気軽にお問い合わせください！

夜勤の可否
対応可能!

☎0123-49-6805☎0123-49-6805

処遇改善手当、特別処遇改善手当 
合計81,000～100,000円 

（偶数月支給）

千歳 正 準 介護職員

共通
項目

☎27-1971
髙橋整形外科クリニック 髙橋整形外科リハビリテーションクリニック

メディカルフィットネススポーツクラブ

郵送先 〒066-0031 千歳市長都駅前3丁目1-31  
髙橋整形外科リハビリテーションクリニック

千歳市千代田町7丁目1789-3�千歳ステーションプラザ5F� 千歳市長都駅前3丁目1-31

★8/26開院
★8/26オープン

勤務先▶分院（8/26開院）
資　格▶�医療事務の実務経験がある方（経験年数不問）
給　与▶ 正/月給150,000～200,000円 

　 （経験による） 
パ/時給900～1,000円

時　間▶�月・火・水・金/9:00〜18:30　�
木・土/9:00〜13:00

勤　務▶�パ/週3〜4日、週20〜30hの勤務可�※応相談

勤務先▶分院（8/26開院）または本院
資　格▶�看護師または准看護師
給　与▶ 時給1,250円～
時　間▶�9:00〜18:30　�

※本院は水・土、分院は木・土は13:00まで�
※応相談

勤　務▶週3〜4日�※応相談

勤務先▶分院（8/26開院）
仕　事▶通所リハビリテーション業務
資　格▶�作業療法士または理学療法士
給　与▶月給220,000円
時　間▶�月・火・水・金/8:30〜17:30　�

木・土/8:30〜12:30
休　日▶�日曜日・祝日、お盆、年末年始、法人指定日
待　遇▶�交通費規定支給、社保完備（パートは雇

用・労災保険）、正社員のみ昇給・賞与有

勤務先▶�千歳市長都駅前3丁目1-31（8/26オープン）
資　格▶�ジム・トレーニングの指導経験者�

（医療系の知識不要）、学生・主婦（夫）可
給　与▶時給900円～
時　間▶�月・火・水・金/9:00〜20:00��

※1日4h〜応相談�
木・土/9:00〜13:00

勤　務▶週3〜4日�※応相談

医療事務・受付 看護師

作業療法士・理学療法士 パーソナルトレーナー

髙橋整形外科リハビリテーションクリニック
メディカルフィットネススポーツクラブ

4職種スタッフ募集!

★開院日（オープン）までは開設準備業務を行います。

[正職員/パート] [パート]

[正職員] [パート]

本
院

分
院

お電話の上、写真付
履歴書を郵送ください。

扶養内 扶養内 
勤務可勤務可

8/8/2626
オープンオープン

髙橋整形外科クリニックの分院

整形外科リハビリテーションクリニックとメディカルフィットネスが併設
ご高齢の方からお子様まで、地域の皆様の健康維持・増進をサポートします。

千歳 正 パ 医療事務・受付正 作業療法士・理学療法士パ 看護師、トレーナー 恵庭 パ お客様サポートスタッフ

高時給!

函館市新川町1-24　R4TM新川町 5F
株式会社スピード北海道
一般労働者派遣事業（派01-300425）�有料職業紹介事業（01-ユ-300238）

【恵庭市】プリント配線基板製造・検査
★カンタン軽作業!  ★しっかり稼げる! ★人気の日勤!  ★男性活躍中!  ★土日祝休み!

【千歳市】変圧器製造

1,100円~1,100円~

仕　事▶�製造装置の操作や検査などの軽作業
時　間▶���①8:30〜17:00��

②20:30〜翌5:00�※状況による
勤　務▶5勤2休もしくは4勤2休�※シフト制
勤務先▶恵庭市戸磯

0120-095-0120-095-350350
まずはお気軽にお電話ください。

登録だけ
でもOK!

時
給

千歳・恵庭 派 製造、検査

給　与▶��時給1,100円～
期　間▶�3ヶ月更新（長期）
待　遇▶�社保完備、車通勤可（駐車場完備）、�

交通費規定支給

共通
項目

仕　事▶変圧器製造業務
時　間▶��8:30〜17:00（実働7.75h）
休　日▶��土日祝
勤務先▶��千歳市北信濃

◆4tトラック運転手
仕　事▶�4t箱車にて雑貨、住宅建材商品、サッシ、段ボール

等を千歳市内及び道内に配送する業務
資　格▶中型自動車免許、経験者優遇
給　与▶月230,000～280,000円
時　間▶�8:00〜16:20（休憩1h）�

※業務内容により異なります。
休　日▶�日祝他（月6〜9日）、GW、お盆、年末年始
待　遇▶�各社保完備、賞与年2回、制服貸与、交通費規定支

給、車通勤可、退職金制度有、試用期間3ヶ月�

増員募集!!増員募集!!
★�経験者は経験により★�経験者は経験により
優遇!!優遇!!

★�未経験で異業種から★�未経験で異業種から
転職する方も歓迎!!転職する方も歓迎!!

4tトラック運転手

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。
★面接は千歳営業所にて行います。

☎0123-28-2013 担当/採用係

千歳市泉沢
1007-158北宝運輸㈱千歳営業所

千歳 正 4tトラック運転手
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