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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

土地・建物
・不動産売買
土地・建物
・不動産売買
オフィス上森㈱
■北海道宅地建物取扱業協会会員　■宅地建物取扱業 北海道知事免許 石狩（2）第7902号

恵庭市
黄金北4丁目6-1

TEL（0123）33-6908

のことならのことなら

検索オフィス上森

歯科衛生士歯科衛生士
パート募集!

〒061-1409  恵庭市黄金南7丁目9-9 
電話連絡の上、下記住所まで写真付履歴書を郵送ください。

担当/金札（カナフダ）
☎0123-33-9944

資　格▶�歯科衛生士免許保持者、�
未経験者可

給　与▶時給1,400円
時　間▶�①9:30〜20:00�※時間応相談�

②17:00〜20:00�
勤　務▶�①土曜�※他曜日勤務可�

②週1〜3日�※日数応相談
休　日▶�日曜・木曜、�

月1回金曜日の午前中休み有�
★木曜日は訪問診療日�
　（訪問診療がない場合は休日）

待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、�
制服貸与

扶養内勤務可

働き方が選べます♪
1 29:30〜20:00
土曜勤務

17:00〜20:00
週1〜3日

時間相談可 日数相談可

恵庭 パ 歯科衛生士

期　間▶�10月11日〜11月中旬頃　※延長の可能性有
仕　事▶�主に長沼農協にてジャガイモの選別�
資　格▶�要普通自動車運転免許（通勤用）
給　与▶時給1,000円
時　間▶��8:00〜17:00（実働8h、休憩1h）�
休　日▶�土日
待　遇▶�交通費規定支給　　　　
勤務先▶長沼町

◆野菜の選別

まずはお気軽にお電話ください。

090-7648-0534［担当］神馬

その他 ア 野菜の選別

千歳市旭ヶ丘
1丁目8-19総合お手伝いサービス

時給時給11,,000000円円

元気な方元気な方
大歓迎♪大歓迎♪

日払いOK!

ライフライン

☎0123-33-8171
［受付/9:30〜18:30］担当/川口

恵庭市柏陽町
3丁目2-5

まずはお気軽にお電話ください。

仕　事▶�自動車整備全般
資　格▶�自動車整備士2級以上、自動車検査員あれば尚可
給　与▶�自動車整備士2級/月250,000円～　�

自動車検査員/月300,000円～
時　間▶�9:30〜18:30
休　日▶�週休2日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶恵庭市柏陽町3丁目2-5

整備士
★☆資格を活かそう !☆★

募集!!

恵庭 正 自動車整備

仕　事▶�精神科病棟における看護業務に従事、�
バイタルサインチェック（検温・脈拍・血圧測定）、�
患者移送、各種検査、与薬の説明等

資　格▶�看護師、未経験者歓迎
給　与▶�月給211,000～280,000円�

（夜勤手当含む）

仕　事▶�病棟での入院患者の看護助手業務全般に
従事、入浴介助、トイレを使用した際の�
介助、ベットメイク等の看護助手業務

資　格▶�資格不問、未経験者歓迎
給　与▶�月給185,000～210,000円�

（夜勤手当含む）

《共通項目》
時　間▶�①6:30〜14:30�②9:00〜17:00�③10:30〜18:30�④16:30〜翌9:30�

※①②③休憩1h、④休憩2h�※④は月3回〜4回程度、2名体制
休　日▶�シフト制（4週8休）
待　遇▶�各社保完備、家族手当、住宅手当、燃料手当、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可、�

賞与年2回、昇給年1回、有給休暇制度、退職金制度、社員食堂･休憩室完備�
（マッサージ機、フリードリンク、お菓子完備、大型ビーズクッションでの仮眠等）

〒053-0034　苫小牧市清水町1丁目5-7

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。　※面接は病院にて行います。

☎0144-34-4761 医療法人大嶋記念会 苫小牧緑ヶ丘病院
【担当】猪股（いのまた）��【受付時間】9:00〜17:00

◆ 看護助手◆ 看護師･准看護師

夜勤手当/回 ●看護師/15,000円  ●准看護師/14,000円  ●看護助手/13,000円

HPは
コチラから

フリードリンクフリードリンク&&
お菓子お菓子無料♪無料♪

未経験者未経験者
歓迎‼︎歓迎‼︎

正社員募集
看護師･准看護師
看護助手

資格を資格を
活かせる♪活かせる♪

資格不問！資格不問！

苫小牧 正 看護師、准看護師、看護助手

仕　事▶�知的障がい者支援施設での入所者への�
日常生活に対する支援をするお仕事です。

資　格▶�資格・経験不問
給　与▶�時給980円
時　間▶�7:30〜18:30の間で実働4h〜�

※「午前のみ」、「午後のみ」、「9:30〜15:30」等、�
　ご希望の働き方をご相談ください。

休　日▶土日祝�※土日祝休み以外にも平日の休みも可能です。
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、有給休暇

《パート》 未経験者歓迎！

★年1回昇給有

� 電話連絡の上、写真付き履歴書をご郵送ください。

〒066-0004 千歳市泉郷403番地9
社会福祉法人千歳いずみ学園 

担当/越中（えっちゅう）☎29-2023

生活支援生活支援員員募募
集集

千歳 パ 生活支援員

仕　事▶�施設内清掃（女性占有エリア含む）
時　間▶�朝/6:00〜9:30(実働3.5h)�

　�6:00〜10:00(実働4h)　�
昼/9:30〜19:00(実働5.5〜8h)　�
　�※表記の時間内で5パターンのシフト制

勤　務▶�朝/月24日程度　�
昼/月12日程度

給　与▶時給960円
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、�

車通勤可（当社規定による）�※70歳定年制
勤務先▶�イオン千歳店（千歳市栄町6丁目51番地）

イオンディライト株式会社
千歳市栄町6丁目51番地

電話連絡の上、履歴書（写真貼付）をお持ちください。
<面接現地>

☎0123-49-6207

経験不問!!経験不問!!
幅広い世代の方が幅広い世代の方が
元気に活躍中!元気に活躍中!

イオンイオン
千歳店千歳店

清掃パート清掃パート朝･昼朝･昼 募募
集集

千歳 パ 清掃

おおやファーム株式会社 ★会社見学も受付中
〒066-0011 千歳市駒里2297

まずはお電話のうえ、写真付履歴書を郵送ください。

☎0123-40-6175 担当/総務�村上�

仕　事▶�豚が快適に過ごせる環境を整え、順調に発育する
ように管理するお仕事です。適性に合わせて①繁
殖部門②肥育部門のいずれかに配属となります。�

資　格▶要普通免許
給　与▶�月給205,000～235,000円＋諸手当
時　間▶�①7:30〜17:00　②7:00〜16:30
休　日▶�週休2日（シフト制）　
待　遇▶�各社保完備、制服貸与、車通勤可（無料駐車場有）、

交通費実費支給（月24,500円まで）、昼食代補助
制度有、賞与年1回、試用期間6ヶ月、再雇用制度
有（65歳まで）、福利厚生倶楽部（リロクラブ）

賞与
あり

週休
2日

農場管理
スタッフ

正社員

最先端の豚舎設備と管理技術を導入し、最先端の豚舎設備と管理技術を導入し、
クリーンで女性も働きやすい職場を目指しています。クリーンで女性も働きやすい職場を目指しています。

★好評の霜降りブランド豚「う米豚（うまいとん）」を生産しています。
★農場入退場時にシャワー必須とする等、衛生管理を徹底しています。
★アルバイト（時給1,000円、4〜6h勤務）も同時募集！

募集2

千歳 正 農場管理

東洋ワーク株式会社 札幌市豊平区美園3条3丁目1-27
■業務請負業・労働者派遣（派04-010080）

0120-1040-99

面接はお住まいの地域で行います。
お気軽にご応募ください。

Web応募も出来ます!詳しくはこちら!▼

資　格▶�フォークリフト免許･高所作業車・玉掛・建
設車輛等、いずれか持っていればOK

時　間▶�8:30〜17:30
給　与▶�時給1,200円
休　日▶�土･日曜、祝日　※希望者は土曜出勤も可�

※勤務は週3日〜OK

❶フォークリフト運転・小型建設機運転・洗車

時　間▶�8:00〜17:00　※残業有
給　与▶�時給1,080円
休　日▶土・日曜、祝日

❷フォークリフト作業（飲料水の運搬）

待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�
週払い制度有(規定有)、入寮対応可

共通
項目

時　間▶�8:45〜17:30、11:15〜19:45　�
※2交替

給　与▶�時給1,030円
休　日▶�土･日曜　※月1〜2日、土曜勤務有

❸フォークリフト作業（家電製品の運搬）

フォークリフト作業員

家具家電付寮有！！家具家電付寮有！！
2ヶ月間寮費無料 1R

勤務先 恵庭市戸磯

応募お待ち
してます♪

恵庭 派 フォークリフト作業

清掃員清掃員
募集!!募集!!

日本管財サービス株式会社
〒066-0015　千歳市青葉8丁目3番1号

担当/高倉☎24-0800
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡

勤務先▶北陽幼稚園/千歳市北陽8丁目2-8
仕　事▶施設内の清掃　　　資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給900円
時　間▶12:00〜16:00�※実働4h
勤　務▶月10日程度　�
休　日▶土日祝、シフト制
待　遇▶労災保険、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可

未経験者
歓迎!

急募!!急募!!
★働きやすい好環境です♪

★★

★★

千歳 パ 清掃

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。

土日
休み

◆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、18:00〜翌3:00
給　与▶�時給890円～+交通費規定支給�

※22:00～翌5:00/深夜手当有
休　日▶�土日�※他2ヶ月に1回工場指定の休日有
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

☎34-6866

パン製造 パン製造 
スタッフ募集!スタッフ募集!

株式会社エフビーエス
〒061-1411　恵庭市恵南1番地恵庭工場

まずはお気軽にお電話ください。
受付/9〜17時�
担当/大松

恵庭 パ 製造

0120-376-1170120-376-117

(株)セイショウ�アウトソーシング事業部�千歳営業所

仕　事▶�派遣スタッフの面談や、勤怠管理、顧客提案、他
資　格▶�高卒以上、未経験者歓迎、新卒・第二新卒歓迎、�

要普通免許（AT限定可）
給　与▶�月220,000円～�※試用期間後再査定し決定�

※年齢・経験に応じ優遇��
※固定残業代45h/48,432円含む　�
※試用期間2ヶ月/月220,000円

時　間▶�8:30〜17:30
休　日▶�土日、GW、お盆、年末年始
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、�

有給休暇、1人1台社用車貸与（入社1ヶ月後貸与/通勤�
での使用可）、携帯電話貸与、営業手当有、昇給年1回

お電話の上、写真付き履歴書・職務経歴書を郵送ください。
【苫小牧営業所/担当�氏川】
受付/9:00〜

HP▶https://job-star.jp/
千歳市朝日町8丁目�
1206番地51

〒053-0021�苫小牧市若草町1丁目3-12郵送先
労働者派遣事業（派01-300201）

★ 異業種からの転職も歓迎‼︎ 
前職の経験問いません。

★飛び込み営業やノルマ無し！

毎週抗原検査を実施し、社員の体調管理や感染対策等、
積極的に取り組んでいます。

働
く
人

働
く
人
とと

企
業
企
業
をを
結
ぶ
結
ぶ

千歳 正 法人営業

仕　事▶�日々の売上集計管理、仕訳伝票入力、�
電話来客応対、各書類作成、他

資　格▶�Word･Excelの基本操作ができる方、�
経理や事務経験者歓迎

給　与▶�時給900円～
勤　務▶週3〜4日�※応相談
休　日▶土･日曜、祝日
時　間▶�10:00〜14:30（休憩30分）�

※応相談
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可、無料駐車場有
勤務先▶恵庭市緑町2-3-4（本社2階事務所）

<問い合わせ>☎0123-34-0828　
受付時間/平日9:00～18:00

〒061-1442�恵庭市緑町2丁目3-4

写真付き履歴書を郵送ください。《担当》高橋

北央商事株式会社

経理事務経理事務
募集!!募集!!

恵庭 パ 経理事務

扶養内扶養内
勤務可勤務可
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