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web

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】

仕　事▶�お弁当や丼物、麺類やお惣菜等の調理補助
給　与▶�時給870～900円　 

※経験等考慮の上優遇　※昇給有
時　間▶��8:00～13:00
休　日▶�日・祝　※平日のお休みもOK
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

恵庭市漁町135-1

まずはお気軽にお電話ください。web応募も可

☎25-3945
【HP】https://rinpeieniwa.jimdofree.com
あったか弁当屋 鈴平

受付/13～19時　担当/菊地

恵庭 パ 調理補助

調理補助スタッフ

募集!
★食材カット・炒める・揚げる・盛付等、 
　難しい作業はないので、安心してください!
★お店で得た調理の知識をご家庭で生かせるかも!

30～60代30～60代
年齢幅広く年齢幅広く
活躍中!活躍中!

アットホームアットホーム
な職場です♪な職場です♪

千歳市桜木3丁目1-1
ラブアリス千歳桜木児童通所支援センター

利用者さまの増加に伴い増員募集増員募集 です！

資　格▶�教員免許、保育士、児童指導員要件を満たす方、�
無資格でも応募可

時　間▶13:00～18:00�※他の時間も相談可
給　与▶�有資格者/時給1,000円～ 

無資格者/時給950円～
勤　務▶週2日～
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

制服貸与、試用期間6ヶ月有

☎0123-23-0081採用担当

まずはメールかお電話でご連絡ください。

lovealice.chitose@gmail.com

★言語聴覚士も同時募集/月22万円～

1人1人に目が届く、安心できる環境を目指しての募集です。
スタッフの働きやすさも大切にしています。

千歳 パ 児童デイサービススタッフ
募
集

千歳

《勤務先》 新千歳空港/千歳市美々 ★駅直結で通勤らくらく♪
仕　事▶�新千歳空港国際線施設内の清掃全般　�

※女性トイレ清掃有
資　格▶未経験者歓迎、経験者優遇、土日祝勤務可能な方歓迎
給　与▶時給1,000円
時　間▶�①8:00～16:00�②8:00～11:30　�

③12:30～16:00　�
※シフト制�※時間選択応相談

勤　務▶月14日前後
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費全額支給

千歳市柏台南1丁目3番1（千歳アルカディア・プラザ3F）�

☎011-271-1749応
募 

千歳営業所
受付/8:45～17:30　　担当/三浦

パ 清掃

扶養内扶養内
勤務可能勤務可能

清掃員 1人でモクモク働くのが1人でモクモク働くのが
好きな方におすすめ!好きな方におすすめ!

札幌市中央区南一条東1丁目�4F　☎011-210-8200

仕　事▶�医療機関が実施する治験業務を�
サポートするお仕事です。

資　格▶�経験者優遇、看護師・薬剤師・臨床検査
技師資格などあれば尚可

給　与▶�月給250,000～370,000円
時　間▶10:00～18:00�※実働7h
勤　務▶�週5日�※フレックス制有
休　日▶�土日祝
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、昇給年

1回、賞与有（決算による）、試用期間
6ヶ月（同条件）

勤務先▶千歳市近郊及び札幌市

治験治験
コーディネーターコーディネーター

即戦力即戦力
求む求む

★経験者優遇

写真付履歴書を下記メールアドレス宛にお送りください。

株式会社アイメックRD
kanri@imeqrd.co.jp

千歳・その他 正 治験コーディネーター

千歳市信濃1丁目8番14号
千歳北交ハイヤー㈱

北交ハイヤー
道内最大のネットワーク
☎23-4145応募 ［担当］渡辺・松口

資　格▶�要普免（運転経験3年以上）�★AT限定可
時　間▶�［朝］①5:00～14:30�②7:30～17:00�

［夕・夜］①17:00～翌2:30�②20:00～翌5:30�
※［朝］［夕・夜］選択制�※いずれも実働6.5h、休憩3h�
※昼勤、夜勤、隔日勤（応相談）

勤　務▶�4出勤後→公休→4勤務→公休→3勤務→公休の繰り返し
給　与▶�歩合制�

例： 正社員/月182,962円（昼勤、25日出勤の場合） 
嘱託/月172,200円（昼勤、25日出勤の場合）

待　遇▶�各社保完備、制服貸与、燃料手当、無事故手当、�
有給休暇、慶弔休暇、育児・介護休暇

★入社支度金制度
10〜30万円利用可

★賃金保証制度 6ヶ月間 月25万円支給

タクシードライバー

増員募集中
タ
ク
シ
ー
に

乗
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

千歳 正 嘱 タクシードライバー

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。

資　格▶�未経験者歓迎、�
要普通自動車免許

時　間▶9:00～14:00頃
給　与▶�時給900円 

+別途手当支給
勤　務▶週1日～OK�★勤務日数応相談
待　遇▶車通勤可、制服貸与、昇給制度有�

業務には社有車を使用します。その他、千歳白樺店業務には社有車を使用します。その他、千歳白樺店
の店内業務（品出し、清掃等）も有。の店内業務（品出し、清掃等）も有。

配達配達 近隣への商品配達

得意先（工場）に設置している
自動販売機等への商品補充・集計補充・集計補充・集計

千歳 ア パ 配達、補充・集計

週1日〜OK!週1日〜OK!
配達・補充配達・補充 スタッフスタッフ

募集!募集!

◆札幌工場（恵庭市戸磯47-7）
資　格▶�未経験者歓迎、�

主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶�9:00～18:00、21:00～翌6:00　�

※時間前後要相談
給　与▶�時給870円～+交通費規定支給 

※22:00～翌5:00深夜手当有
休　日▶週2日　※シフト制

セブン-イレブンジャパン向けパンの 
製造をしている会社です。

◆恵庭工場（恵庭市恵南1番地）
資　格▶�未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶�9:00～18:00、12:00～21:00、�

15:00～24:00、18:00～翌3:00
給　与▶�時給870円～+交通費規定支給 

※22:00～翌5:00深夜手当有
休　日▶�土・日曜　�

※他2ヶ月に1回工場指定の休日有

土日
休み

株式会社エフビーエス 〒061-1411
恵庭市恵南1番地

恵庭工場
〒061-1405
恵庭市戸磯47-7

札幌工場

まずはお気軽にお電話ください。 まずはお気軽にお電話ください。
受付/9～17時�
担当/原田・本間

受付/9～17時�
担当/大松

札幌
工場

恵庭
工場☎31-0900 ☎34-6866

《共通項目》　待　遇▶�各種社会保険完備、有給休暇有、制服貸与、昇給有（人事考課による）、車通勤可、交通費規定支給

製造スタッフ製造スタッフパパンン
募募
集集

恵庭 パ 製造

●家族・教育手当  ●産休・育休  ●研修旅行
●従業員食堂  ●グループ施設割引  ●寮完備 等

アルバイト
食器洗浄

［正］洋食調理　［正］和食調理
仕　事▶�水の謌内レストランでの調理
資　格▶�64歳以下（定年雇止めの為）、調理師免許
給　与▶�月221,250～280,750円+諸手当　 

※ 固定残業代（40h分）/50,250～63,750円含む 
（40hを越えた場合は別途支給）

時　間▶��6:00～22:00の間で実働8h程度�※残業有�
※1ヶ月単位の変形労働時間制

勤　務▶�月20～24日（年間休日105日)
待　遇▶�各社保完備、車通勤可、昇給有、賞与年2回、交通費

実費支給（規定有）、退職金制度有（勤続5年以上）、
有給休暇、試用期間3ヶ月有

福利厚生
充実

［ア］食器洗浄
仕　事▶�食事会場で使う食器洗浄作業を担当。他調理の補助業務

(食材の下処理や盛付等）をお願いする場合もあります。
資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶�時給1,000円～ ※22時以降/時給1,250円～
時　間▶��15:30～22:00の間で5.5h�※残業の場合有
勤　務▶週3～5日�※応相談
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費実費支給�

（規定有）、千歳市内送迎有、�
車通勤要相談、試用期間3ヶ月有

しこつ湖鶴
つるが

雅リゾートスパ 水
みず

の謌
うた〒066-0281

千歳市支笏湖温泉

担当/湊谷
(ミナトヤ)☎0123-25-2211

お気軽にお電話ください。全員と面接致します。

正社員
洋食調理 和食調理

時給1,000円〜

時間・勤務
応相談!

千歳 正 調理ア 食器洗浄

仕　事▶�フロント業務、客室清掃
資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶�時給861円  

※22時以降/時給1,077円
時　間▶��20:00～24:00※シフト制
勤　務▶�週3～4日（土・日勤務できる方歓迎）
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可

恵庭市恵南24番地398�ホテルアーデン恵庭

まずはお電話ください。面接時履歴書不要です。
（15時以降にご連絡お願いします。）

☎0123-33-2982 担当/金谷

空いた日に働きませんか？
勤務日は相談の上決定します。
予定のない日を有効活用♪

未経験者
歓迎!!

恵庭 ア パ フロント・客室清掃

お仕事
無料相談
も行っています!

㈱ヒューマンインプリンク 千歳支社
一般労働者派遣事業/派01-300271
有料職業紹介事業/01-ユ-300107 千歳市柏台南1丁目3-1

☎0123-25-☎0123-25-32213221
まずはお気軽にお電話ください♪
他にもお仕事あります！

期　間▶即日～2ヶ月毎の更新予定　※応相談
仕　事▶�5～10kg程度の発泡素材を機械にてカット、�

加工する作業。重量物は2名�
1組で対応しますので女性も�
活躍中の職場です。

給　与▶時給1,100円
休　日▶�日曜、祝日、他での週休2日制　�

※シフト制
時　間▶8:30～17:30（実働8h）�
待　遇▶交通費規定支給、無料駐車場有
勤務先▶恵庭市

恵庭 派 発泡素材の加工作業

休日相談、出張相談も出来ます!お気軽にご相談ください!

喫煙所・休憩所有!

見学後に検討も
可能です!

◆発泡素材の加工作業【恵庭市】

［正職員･パート］保育士
資　格▶��［正］保育士�

［パ］保育士もしくは子育て支援員研修修了者
給　与▶��［正］月給150,000円～ 

[パ](保育士免許あり）時給1,000円 
　　（資格なし）時給950円

時　間▶�［正］①8:00～16:30�②10:30～19:00�
［パ］8:00～19:00の間の5h程度（応相談）

休　日▶�［正］週休2日制（年間休日120日以上）��
　　※シフト制�
　　※日曜、祝日、年末年始（12/30～�
　　　翌1/3)はお休みです。�
［パ］勤務日数応相談

ここのみ保育園ここのみ保育園
千歳市桂木1丁目3-20千歳市桂木1丁目3-20

企業主導型保育事業企業主導型保育事業

［正職員］介護職員（入所）
資　格▶介護福祉士もしくは実務者･初任者研修修了者
給　与▶�月給150,000円～ ※別途夜勤手当支給 

★処遇改善手当支給（年3回）
時　間▶�①7:00～15:30�②9:00～17:30�

③11:00～19:30�④17:00～翌9:30
休　日▶�シフト制（年間休日120日以上）

クリアコート千歳クリアコート千歳
千歳市桂木1丁目5-7千歳市桂木1丁目5-7

介護老人保健施設 介護老人保健施設 

医療法人 資生会 〒066-0067 千歳市桂木1丁目5-7

（クリアコート）澁谷
　　（保育園）小向☎27-3232☎27-3232電話連絡の上、写真付履歴書を下記住所へ送付ください。

お勤め中の方もまずはお電話ください。〈勤務開始日応相談〉

職 員
募 集

医療法人 資生会

年間休日120日以上

事業所内保育施設あり

待　遇▶�各種社会保険完備（勤務時間によ
る）、交通費規定支給、制服貸与、�
車通勤可、さぽーとさっぽろ加入、
昇給年1回、賞与年2回

全体
共通項目

受付/平日（月〜金）9:00〜17:00

★ 保育士･介護福祉士の経験10年以上の場合 
年収320万円‼ 

（注1…準世帯主想定　注2…処遇改善含む、夜勤手当･交通費は含まず）
★ダブルワーク･兼業OK‼ （※許可制）

［正職員］介護職員
資　格▶�介護福祉士
給　与▶�月給150,000円～ 

★処遇改善手当支給（年3回）
時　間▶8:45～17:15
休　日▶�週休2日制（年間休日120日以上）�※シフト制�

※日曜、年末年始（12/30～翌1/3)はお休みです。

デイサービス陽だまりデイサービス陽だまり
千歳市桂木1丁目5-7千歳市桂木1丁目5-7

認知症対応型デイサービス認知症対応型デイサービス

ホームページにて、
求人情報随時更新中♪

千歳 正 パ 保育正 介護

勇払郡安平町
早来源武275

行こう！ いいホース

0120-0120-15-114315-1143

応 募
電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

資　格▶�車通勤可能な方、WワークOK
時　間▶�9:00～16:00の間で�

実働4h～　※応相談
給　与▶時給900円
勤　務▶�週4～6日�

※応相談　※シフト制
待　遇▶�労災保険、交通費全額支給、�

夏季・冬季寸志有、忘年会等の�
イベント有、定期健康診断、�
食堂利用可

勤務先▶�ノーザンファーム空港�
（苫小牧市美沢114-2）

苫小牧 ア 清掃

ご質問などございましたらお気軽にお問合せください。
社員寮等、会社施設の維持管理業務です。

清
掃
清
掃
ス
タ
ッ
フ

ス
タ
ッ
フ

会社
施設

夏季・冬季
ミニ 

ボーナス 
あり!

2〜3名
募集!

交通費
全額支給!

Wワーク
OK!

応募お待ち 応募お待ち 
してます♪してます♪
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