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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
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▶ 福祉施設の日常清掃業務
時　間▶7:00～10:30（実働3.5h）
給　与▶ 時給889円 ※試用期間1ヶ月有/同条件
休　日▶ 水曜、日曜、祝日
待　遇▶ マスク・保護手袋支給、制服貸与、 

交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ 恵庭市南島松6-4

清掃員募集

㈱真和サービス 札幌市中央区南28条
西12丁目2-11

☎011-513-6777 担当/吉本
受付/9～18時

電話連絡の上写真付履歴書をお持ちください。
（面接は現地又はご自宅近くにて行います。）

恵庭 パ 清掃

千歳市新富3丁目11-7千歳市真々地2丁目1-5

電話連絡の上、写真付履歴書お持ちください。

勤務先▶ ファミリーマート 千歳インター店 
ファミリーマート 千歳新富3丁目店  
※お選びください

資　格▶ 未経験者・長期勤務できる方歓迎
時　間▶  ①共通/5:00 or 6:00～8:00 or 9:00 

②新富店/9:00～16:00、16:00～22:00 
③新富店/17:00～22:00

給　与▶ 時給890円～
勤　務▶①週1日～OK ②土･日曜 ③火曜
待　遇▶  社保完備、制服貸与、車通勤可

☎0123-49-7452 担当/金子
（千歳インター店）

千歳新富3丁目店千歳インター店
ファミリーマート 

WワークOK!

未経験者歓迎!

千歳 ア 店内業務全般

千歳工場/〒066-8610
千歳市泉沢1007-31

担当/
管理課 増子

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。

☎0123-28-3311

仕　事▶ 医薬品の外観目視・包装作業及びその他、 
製造補助業務/2名

入社日▶11月1日
時　間▶ 9:00～17:00
給　与▶ 時給1,000円
勤　務▶ 週5日
休　日▶  週休2日、夏期、年末年始休暇有、 

他会社カレンダーによる
待　遇▶ 雇用、労災、健康・厚生年金保険、 

制服貸与、交通費支給、年次有給休暇

欠員につきパート職員急募!
女性
活躍中

千歳 パ 医薬品の外観目視、製造補助

◆駐屯地内食堂調理補助
仕　事▶ 米炊き、下処理、配食、洗い物等
資　格▶ 調理師免許保持者
給　与▶ 時給1,000～1,250円  

※深夜割増有 ※資格手当有
時　間▶ 平日/4:00～13:00、7:00～18:30 

　　 ※選択可（両方出来る方尚可） ※実働7～8h 
土日祝/7:00～18:00

勤　務▶ 月15～20日程度（シフト制） ※要相談
待　遇▶ 社保完備（対象者のみ）、車通勤可、 

交通費規定支給、制服貸与、無料駐車場有
勤務先▶ 島松駐屯地/恵庭市西島松 

(株)エーマーク 千歳市高台2丁目
6-13

電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

☎0123-27-9166
090-9521-9070 担当/西川

恵庭 ア パ 駐屯地内食堂調理補助

☎011-727-3929応
募

採用係

札幌市北区北22条
西6丁目1番3号セーフティガード警備㈱

60・70歳の
お元気な方
積極採用中！

経営者は元自衛官! 一緒に頑張りましょう!

※応募先・面接は札幌の会社で行います。

急募
１名

千歳 契 施設警備

◆勤務先
防衛省、防衛装備庁、千歳試験場（千歳市駒里1032）
時　間▶  7:00～13:00
休　日▶ 土日祝
給　与▶ 時給889円～
待　遇▶ 社会保険完備、有給休暇、制服貸与、交通費規定 

支給、各種手当別途支給

自衛隊の警衛の
ような勤務です

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） 

②10:00～15:00（実働4.5h、休憩30分、多少残業有）
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ベッドメイク

車通勤OK

千歳 パ 清掃責任者、ベッドメイク

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

Qua ity & Discount

千歳市北陽1丁目2-1フードD365千歳店
担当/加々谷☎27-5370

土日勤務できる方大歓迎!!

スタッフ募集

◆レジ
時　間▶8:00～13:00、13:00～17:00
給　与▶ 時給899円　　　
勤　務▶週3日程度
待　遇▶ 雇用保険（勤務時間により加入）、 

有給休暇、制服貸与

千歳 パ レジ　

仕　事▶ 新千歳空港内の巡回、他業務
資　格▶ 普通(中型)免許、車通勤できる方
給　与▶ 月給160,000円～ ※深夜割増含む 

※資格手当有/10,000円迄
時　間▶ 日勤/7:30～16:30 

夜勤/16:30～翌7:30   
（シフト交替制）

休　日▶ 月7～9日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

制服貸与、正社員登用制度有

正社員登用有

新千歳空港で働きませんか?

空港施設
警備員募集!

北海道東急ビルマネジメント㈱
千歳・苫小牧営業所

〒066-0027 千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F

担当/
スズキ☎0123-22-1090

問合せだけでもOK、まずはお電話ください。

千歳 契 空港施設警備員

資　格▶ 保育教諭/幼稚園教諭・保育士免許 
看護師/看護師資格

時　間▶  7:00～19:00の間でシフト制 
※パートは応相談

待　遇▶ 契約のみ/各社保完備、昇給年1回 
全体/交通費規定支給

共
通
項
目

応募☎0123-24-7000担当/鮫島
中島

入園希望多数のため
千歳

給　与▶ 保育教諭/時給920～960円 
看護師/時給1,100～1,300円

休　日▶ 土・日曜、祝日

◆パート 働き方ご相談ください

正職員への登用有
給　与▶月179,000～189,000円　※賞与年2回
休　日▶ 日曜、祝日　※週休2日制（隔週）　※4週6休

◆常勤職員（契約）

〒066-0078　千歳市勇舞1丁目1-1
アリス認定こども園社会福祉法人

千歳洋翔会

契 パ 保育教諭パ 看護師

保育教諭
看護師募

集

仕　事▶ 主に血液透析業務、泌尿器科看護業務
資　格▶ 正看護師免許、経験者優遇
給　与▶月213,500～311,000円
時　間▶ 月・水・金曜/8:15～17:00 

　　　　　 ※1h程度残業有（月5回程度） 
火・木曜/8:15～16:30 
土曜/8:15～12:00 ※2h程度残業有 
※シフト制

休　日▶ 日曜・祝日・他月2日、年末年始、他 
※交替制にて祝日勤務有、代休対応

待　遇▶ 各社保完備、昇給年1回、賞与年2回、 
交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

仕　事▶ 主に外来看護業務（内科）
資　格▶ 正看護師・准看護師免許
給　与▶ 正看護師/時給1,350円～ 

准看護師/時給1,150円～
時　間▶8:30～17:00（実働7.5h）
勤　務▶月・木曜
待　遇▶ 労災保険、制服貸与、有給休暇制度、交通費規定支給、車通勤可

パ
ー
ト

正
職
員

恵み野病院附属恵庭クリニック社会医療法人 北晨会

〒061-1409  恵庭市黄金南4丁目1-1

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をご郵送ください。担当/田中

☎0123-33-0011 〈受付〉
9～17時

看護師
募集
資格を生かせる♬

夜勤
なし！

正職員 パート
恵庭 正 パ 看護師

犬好きな方大歓迎♪
◆接客･ホール全般
期　間▶即日～　　　　　　資　格▶高校生不可
時　間▶ 12:00～15:00位（実働3h程度） 

※多少時間のズレ有
勤　務▶土日祝 
給　与▶時給890円　　　  待　遇▶ 制服貸与

土日祝の勤務です！

〒066-0083　千歳市みどり台北1丁目8-1 
ドッグカフェ プロムナード

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎22-0086 受付/11～17時迄
※木曜定休日　採用係

千歳 ア 接客･ホール全般

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）

仕　事▶ 製造装置の操作や検査等の 
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

給　与▶  時給1,100円～
期　間▶ 3ヶ月更新（長期）
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、 

車通勤可（駐車場完備）
勤務先▶恵庭市戸磯

農作業やゴルフ場へお勤めの方
冬場のお仕事にいかがでしょうか？

0120-095-350
まずはお気軽にお電話ください。

1日7.25h、月21日（夜勤60h、残業20h）勤務の場合…

月21万円以上可能

月収例
【
恵
庭
市
】プ
リ
ン
ト
配
線
基
板
製
造
・
検
査

恵庭 派 製造、検査

応募 ☎0123-22-9981
障がい者支援センター めいぷる

担当/寺本

《共通項目》
給　与▶時給890円～　　　勤　務▶週2日～（応相談）
待　遇▶ 雇用・労災保険、車通勤可、交通費規定支給、正社員登用有

仕　事▶ 障がい者の活動支援、介助等［生活介護］
資　格▶ 介護職員初任者研修修了以上希望 

※無資格・未経験者の方は働きながら資格取得も可！
時　間▶  8:45～17:30の間で実働6～7h

生
活
支
援
員
仕　事▶ 調理や掃除などの日常生活の支援［グループホーム］
資　格▶資格･経験不問
時　間▶  14:00～20:00の間で応相談

世
話
人

千歳市自由ヶ丘3丁目10-11

障がい者の生活支援員･世話人募集!
★未経験者も大歓迎

千歳 パ 生活支援員、世話人

千歳市錦町
2丁目10-3ビジネスホテル ホーリン
担当/さいとう☎0123-23-1166

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください。詳細は面談にて。

◆ルームメイク
仕　事▶ルームメイク（客室の清掃・準備）
資　格▶ 年齢不問、未経験者歓迎、 

土日祝も勤務できる方歓迎
給　与▶ 時給930円～ ※試用期間有
時　間▶10:00～14:00
勤　務▶週2～5日程度
待　遇▶ 交通費規定支給、皆勤手当 

当社規定により支給

年齢
不問

未経験者歓迎
アルバイト･パート募集‼
千歳 ア パ ルームメイク

仕　事▶ ①建設現場での軽作業　 
　★10～翌3月まで　※延長の可能性有 
②ゴルフ場の浴室清掃、アパート・マンションの
　共用部清掃

資　格▶未経験者歓迎、要普通免許
給　与▶時給900円
時　間▶  ①8:00～17:00 

②6:00～11:00、9:00～13:00
勤　務▶ ①日曜日
休　日▶ ②週2～3日
待　遇▶ 雇用・労災保険、車通勤可、 

交通費規定支給（現場に直行可能な方）
勤務先▶①平取町　②千歳市、恵庭市
★ハウスクリーニングの請負スタッフも同時募集

千歳市根志越
68番4号

まずはお気軽にお電話ください。

080-3262-7692
合同会社シンセリティワーク

担当/畠山

未経験者
歓迎!

急募
千歳・恵庭・他 ア 軽作業、清掃

未経験者歓迎！
研修制度あります♪

MMSマンションマネージメントサービス㈱

電話の上、写真付履歴書持参 ※面接は当社または千歳市内

苫小牧市若草町3丁目2-7大東若草ビル4F

～札幌時計台指定管理者～
☎0144-35-1371

◆千歳市文京
期　間▶2ヶ月毎の更新制
仕　事▶ 受付、巡回、点検、清掃、草刈、除雪等
資　格▶ 65歳以下（定年雇用止めの為）
給　与▶時給889円　※月122,238円
時　間▶ 月・火・水・金・土/8:30～15:30、木/8:30～12:00
休　日▶ 日・祝、GW、夏季・年末年始
待　遇▶ 社保完備、交通費実費支給、制服貸与、車通勤応相談

60歳以上
も歓迎!!

千歳 パ マンション管理員

◆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890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

◆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 
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


