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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
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応募の
きまり

　kodomo@chanto.biz

E-mail 投稿のみ受付です。①お子さまの画像（640 × 480 ピ
クセル以上、縦向き、1メールに 1点のみ添付）②お子さまの
名前（愛称不可、必ずひらがな表記）③投稿者の住所（町名ま
で、枝番不要）④投稿者の名前（ペンネーム可）を明記のうえ、
左記メールアドレスまでお送り下さい。１週間につき応募は１
通でお願いします。
※応募多数のため、掲載の時期、可否については一切お答えで
きません。

※一度投稿が掲載された方は、その後１ヶ月間のご応募をお控
え下さい。
※兄弟姉妹、お友達同士はなるべく「集合写真」でお送り下さ
い。集合写真は横向きでもＯＫ！　投稿前にお友達に掲載の許
可をとってからお送りください。
※性別年齢問わず、衣服を着用した画像をお送り下さい。　（お
風呂で撮影したもの、下着姿、水着姿などは掲載不可、または
トリミングしての掲載となることがあります）

資　格▶ 普通自動車免許、介護福祉士又は介護職員初任者
研修修了（旧ヘルパー2級）以上

給　与▶ 週5日勤務/時給1,260円～ 
週4日勤務/時給1,200円～ 
※いずれも処遇改善手当を含む 
★業績により年1回一時金を支給 ★昇給制度あり

時　間▶規定による
勤　務▶ 週４～5日（応相談） ※シフト制
待　遇▶ 介護福祉士手当、通勤・車両借上手当、 

社保加入可能（時間数により）※希望者のみ

★有給を取得しやすい！
★未経験者でも安心!!同行いたします♪
ご自宅を訪問し､買い物･掃除･移動等を行うお仕事です。

〒061-1446　恵庭市末広町125番地1

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

ホームヘルパー募集!

時間相談
できます♪

担当/笹川まずはお電話ください。☎0123-33-1120

恵庭 パ 訪問介護員

札幌市北区北7条西1丁目2-6■ビルメンテナンス業

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
千歳にて面接を実施します。 担当/熊谷

☎011-707-5228
協和総合管理㈱ 札幌支社

資　格▶経験不問（全力でお教えします。）
給　与▶ ①時給950円～  

②時給889円～（試用期間3ヶ月有/同条件）
時　間▶ ①8:30～15:15（実働6h、休憩45分、多少残業有） 

②10:00～14:00（実働3.5h、休憩30分、残業無し）
勤　務▶ ①週休2日制　②週3日～（応相談）
待　遇▶ 交通費規定支給、社保完備、 

制服貸与、有給休暇
勤務先▶千歳市幸町5丁目6-1

ホテルの❶清掃責任者❷共用部清掃

車通勤OK

千歳 パ 清掃責任者、共用部清掃

〒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

《担当》海老、長政　【お問合せ】☎0123-33-9436

《応募期間》令和3年9月15日（水）必着です。

期　間▶ 採用日10月予定～翌3月  
※試用期間3ヶ月有 
※次年度以降は1年毎の更新可能性有

仕　事▶ 社会福祉協議会が行う福祉サービスの事務
を担当

給　与▶時給900円
資　格▶ 福祉事業に関心のある方、要普免（AT限定

可）、PC（Excel･Word）による文書・資料制作
が出来る方

時　間▶8:45～15:30（休憩45分）
勤　務▶週5日
休　日▶土・日曜、祝日、年末年始（12/29～翌1/3）
待　遇▶各社保険完備、通勤手当、期末手当

事務補助員 
募集!! 1名募集

指定の必要書類を郵送またはお持ちください。
詳しい応募方法・お申込書類等はHPより確認できます。

HP▶http://www.eniwa-syakyo.or.jp/

恵庭 嘱 事務補助員

◆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
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

☎31-0900
株式会社エフビーエス

〒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。
受付/9～17時 
担当/原田・本間

 

恵庭 パ 製造

千歳市白樺2丁目1-4株式会社いのうえ
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、 
土日勤務出来る方歓迎

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
の店内業務（品出し、清掃等）も有。

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

週1日～OK!
子育て世代も活躍中

配達・補充スタッフ
募集!

千歳 ア パ 配達、補充・集計

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許 
★二種免許取得養成制度有

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

休　日▶週休2日
給　与▶ 完全歩合制　日勤/月180,000円～　 

　　　　　　夜勤/月220,000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）

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

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。
勤務日は相談の上決定。希望収入をお聞かせください♪

タクシードライバー募集!
週休2日制
だからしっかり 
休める♪

千歳 嘱 タクシー乗務員

完全歩合制

日勤 月180,000円~
夜勤 月220,000円~

ブランクある方もご相談ください
仕　事▶ 歯科衛生士
資　格▶有資格者
給　与▶ 月給157,000～200,000円 

※歯科衛生士手当を含む、能力・経験により優遇
時　間▶  9:30～18:30
休　日▶ 水･日曜、祝日、GW、お盆、年末年始
待　遇▶ 社保完備、昇給年1回、賞与年2回、皆勤手当（月1万円）、

歯科衛生士手当（月1万2千円）、交通費規定支給、 
車通勤可、制服貸与

医療法人社団 日本矯正歯科学会認定医

〒066-0062　千歳市千代田町6丁目41

まずはお電話のうえ、
写真付履歴書をお持ちください。

☎42-0187
担当/採用係

歯科衛生士 募集!!
千歳 正 歯科衛生士

担当/採用担当者
受付/10～17時

千歳市泉沢1007-237

◎電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
☎0123-29-3308

㈱MMCフードサービス

【パート】工場内作業 ★軽作業

【正社員】ドライバー ★倉庫整理も有

仕　事▶野菜のパック詰め、商品梱包、ピッキング等
資　格▶ 未経験者歓迎、60歳未満の方（定年雇用止めの為）
給　与▶ 時給900円 ※試用期間1ヶ月/時給861円～
時　間▶ ①9:00～17:00（実働7h）　②9:00～15:00（実働5h） 

※①②シフト制 ★勤務時間応相談（午前中のみの勤務も可）
休　日▶土曜、日曜、祝日
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、雇用保険、 

有給休暇制度、交通費規定支給、車通勤可 

資　格▶ 要普免（AT限定不可）
給　与▶月給220,000円～
時　間▶  8:00～17:00（実働8h）
休　日▶週2日（会社カレンダーによる）
待　遇▶  交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

千歳 正 ドライバーパ 工場内作業


