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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
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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▶�①日給8,000円〜 ※残業手当有 

②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）、①のみ交通費全額支給
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

未経験者未経験者
歓迎!歓迎!

急募急募
千歳・恵庭・他 ア 軽作業、清掃

〒066-0055�千歳市里美2丁目1-5
《問い合わせ》☎0123-49-7788 〈担当〉坂下

資　格▶�50歳まで�※キャリア形成のため��
※50歳以上の方もご相談ください。�
大型二種免許保持者

給　与▶月220,000〜240,000円
時　間▶当社規定による
休　日▶�年間90日以上
待　遇▶��各社保完備、時間外手当有、賞与年2回有、�

交通費規定支給
勤務先▶千歳市内

路線バスドライバー募集

下記住所に写真付履歴書をご郵送ください。
書類選考後、ご連絡いたします。

千歳 正 バスドライバー

☎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㈱

本社事務員募集!本社事務員募集!
事務経験者大歓迎!事務経験者大歓迎!

男女問わず!男女問わず!
経営者は元自衛官! 一緒に頑張りましょう!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

その他 契 事務員

◆勤務先/本社（札幌市北区）
時　間▶��8:00～17:00
休　日▶週3日
給　与▶ 時給1,000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

清掃・厨房スタッフ募集清掃・厨房スタッフ募集

待　遇▶�社保完備（勤務時間による）、賞与年2回、制服
貸与、交通費規定支給、車通勤可、有給休暇有

共通�
項目

株式会社道央環境センター 恵庭市本町27番地
☎0123-34-0740応 募

◆清掃 《パート》

給　与▶�時給900円
時　間▶�8:00～14:00の間で実働2.5～5.5h
休　日▶シフト制�※勤務日要相談

◉ラ･デュース恵み野

給　与▶�時給930円
時　間▶�5:00～19:30の間で実働4～8h　
勤　務▶シフト制�※応相談

◆厨房（調理補助） 《フルタイム/パート》
◉我汝会えにわ病院 

フルタイム
扶養範囲内

選択可

恵庭 パ 清掃、厨房（調理補助）

まずはお電話ください！ 詳しくは採用担当：葉多埜・髙橋まで。

★未経験大歓迎！
★もちろん即戦力も可！

仕　事▶「Q人ナビ」「ちゃんと」の紙面・広告制作
給　与▶�月200,000円以上 ※経験により優遇
資　格▶�Illustrator・Photoshopを使える方�

（InDesign使用できれば尚可）�
★Webの基本知識ある方尚可

時　間▶�9:00～18:00（休憩100分）�
※月曜日は若干の残業があります。

休　日▶日曜日、他4週6休（シフト制）
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、昇給・賞与有（業績

による）、諸手当有、車通勤可、試用期間1ヶ月位有

☎0123-27-0911
■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

〒066-0073 千歳市北斗4丁目13-20

デザイナー募集

まずは
お話しましょう。

千歳 正 デザイナー

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◆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　

《ウェブサイト》 http://bibigawa.or.jp

〒059-1361 苫小牧市字美沢193番地1
【応募】写真付履歴書をご郵送ください。

☎0144-58-2435
担当：長嶺社会福祉法人 美々川福祉会

仕　事▶�障がい者支援施設での日中活動および�
夜間の生活支援業務等

資　格▶�要普免、高卒以上、PC操作ができる方、�
資格・経験不問、未経験者歓迎

時　間▶�8:45～17:30（休憩45分）、�
17:00～翌10:00（休憩120分）��
※1ヶ月単位の変形労働時間制

休　日▶�週1日以上、年間休日/令和2年実績127日、�
リフレッシュ休暇有

給　与▶�月給202,500円〜（処遇改善手当含む） 
※夜勤手当/1回4,000円（月4回程度）

待　遇▶�各社保完備、損害保険有、車通勤可、�
交通費規定支給、退職金制度有

福 祉 資 格 ・ 経 験 は福 祉 資 格 ・ 経 験 は 不 問 ！  不 問 ！  ↓当法人で作っている製品の一部です↓

「人のあたたかさ」を
感じるお仕事です。
ぜひ一度、お話を
聞きに来てください。

美々川せっけん菌床しいたけ

支 援 員 募 集支 援 員 募 集
昇給
制度有

正職員

苫小牧 正 支援員

☎0123-26-5061受付/14～18時�
担当/浅野、山川

まずはお気軽にお電話ください。

千歳市幸町
2丁目3-2

正社員
募集

仕　事▶�①仕込み、調理全般��
②調理、洗い場等

資　格▶和食調理経験者
給　与▶①月30〜35万円 ②月20万円〜
時　間▶�11:00～23:00の間でシフト制

◆ 調理師

仕　事▶�接客、配膳、会計、片付け等
資　格▶経験者優遇
給　与▶�経験者/月25万円〜  

未経験者/月20万円〜 　 
※委細面談

時　間▶�13:00～23:00の間でシフト制

◆ ホールスタッフ
休　日▶日曜、祝日を含め月6～8日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�

各種手当有、制服貸与

共通
項目

千歳 正 調理、ホール

正職員《2名》

 まずはお電話の上、履歴書を持って面接にお越しください。
◎新卒の方は、下記の書類を提出ください。 
 ①履歴書 ②卒業見込証明書 ③成績証明書 ④健康診断書

社会福祉法人�こどもの杜

社会福祉法人�こどもの杜

恵庭市桜町
3丁目9-1

千歳市みどり台南
2丁目12-6

えほんの森

おひさま

認定
こども園

認定
こども園

★JR恵庭駅から徒歩10分

★JR長都駅から徒歩12分☎0123-29-3311 受付/9〜17時 
担当/小原

入社日▶2022年4月1日～
資　格▶�保育士免許、幼稚園教諭免許
給　与▶�月給190,000円〜＋各種手当 

★賞与年2回（6月・12月） ★処遇改善手当Ⅰ 年1回支給
時　間▶�平日/8:15～17:15　土曜/9:15～18:15�

※上記の時間で週40h勤務のシフト制
休　日▶�4週6休（日祝他、隔週土曜）、年末年始�

※年間休日105日
待　遇▶交通費規定支給、各社保完備、退職金共済

ともに大歓迎!!
●0〜5歳児の6クラス（定員99名）
●従業員数：34名（男性4名、女性30名）
★�広い園庭と、たくさんの遊具があります！�
※2021年度新しい遊具導入

※ともに�２０２１年９月時点の情報です。

●0〜5歳児の6クラス（定員90名）
●従業員数：30名（男性3名、女性27名）
★たくさんのえほんがある「えほんのお部屋」があります！

「えほんの森」はこんなところ!!

「おひさま」はこんなところ!!

給　与▶時給1,000円
時　間▶�7:00～18:00の間で実働8h��

★実働5h程度もOK

《共通項目》
資　格▶�保育士免許、経験者優遇
休　日▶�日祝他（年間休日105日）
待　遇▶�交通費規定支給、雇用・労災保険、試用期間1ヶ月有、�

処遇改善手当Ⅰ/90,000円（年1回�※2020年度実績）

給　与▶月給176,000円
時　間▶�7:00～18:00の間で実働8h

臨時
職員

パート

【
同
時
募
集
中
】

訪問・見学訪問・見学大歓迎！大歓迎！

❶�❶�担任手当（月10,000円）�担任手当（月10,000円）�
❷�❷�年長手当（月10,000円）年長手当（月10,000円）
❸�❸�住宅手当（世帯主に支給/月17,000円）�住宅手当（世帯主に支給/月17,000円）�
❹�❹�家族手当（扶養家族1名あたり/月5,000円）家族手当（扶養家族1名あたり/月5,000円）
❺�❺�寒冷地手当（11〜3月まで/月5,000円）�寒冷地手当（11〜3月まで/月5,000円）�
❻�❻�処遇改善手当Ⅱ（最大月40,000円）処遇改善手当Ⅱ（最大月40,000円）

手当充実!!手当充実!! 嬉しい嬉しい
好待遇♪好待遇♪

賞与と別に一時金として支給▼

◎処遇改善手当Ⅰ
400400,,000円≪年1回≫000円≪年1回≫

※金額は2020年度実績

来春卒業見込みの

新卒者 転職者

ぜひ、園の雰囲気を体験してください！

保保育育教教諭諭
募集

2022年度2022年度
新規･中途採用新規･中途採用

千歳・恵庭 正 臨 パ 保育教論

恵庭市戸磯616番地2

◆食品製造作業（フルタイムパート）
時　間▶�①8:00～17:00�

②8:00～13:00、12:00～17:00�
※年末は早出・残業有

勤　務▶週5日
休　日▶�原則日曜、他週1日
給　与▶①時給920円　②時給910円
資　格▶�18歳以上、未経験者歓迎、長期勤務できる方
待　遇▶�［①のみ］健康保険・厚生年金［①②共通］雇用保

険、制服貸与、恵庭市内送迎バス有（他地域交通
費規定支給�※上限月1万円）、食事補助制度有

工場勤務が初めてでも

大丈夫!!

食品製造スタッフ食品製造スタッフ募集!!募集!!
主婦（夫）さん歓迎!! 長期安定です！

恵庭市内
送迎バス有

とんでん㈱ 恵庭工場
担当/大西☎34-6061

�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。お気軽にお電話ください。

恵庭 パ 食品製造作業

資　格▶社会福祉士保持者
仕　事▶�主に介護や福祉サービスに�

関する相談役、高齢者や家族が抱える問題に�
対して適切なアドバイスをするお仕事

給　与▶月190,000〜245,000円（手当含む）
時　間▶�9:00～18:00
休　日▶土日、祝日、年末年始、夏季休暇
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

賞与年2回（業務成績による）

資格を生かして働きませんか？

恵庭市島松本町
1丁目11-1

医療法人社団慶心会

たよれーる・きた

恵庭 正 相談支援専門員

まずはお気軽にお電話ください。受付/9〜18時

☎0123-25-3100 採用係

仕　事▶�主に普通自動車の整備・車検等の業務
資　格▶�要普免（AT限定不可）、自動車検査員（必須）

《共通項目》
給　与▶ 月給280,000〜430,000円　 

※経験等を考慮し決定
時　間▶��8:30～17:30（時間外労働有、月平均12h）
休　日▶�日、祝日、GW、お盆、年末年始、慶弔休暇
期　間▶雇用期間の定めなし�
待　遇▶�各種社保完備、賞与有（年2回）、有給休暇有、交通費�

規定支給（上限15,000円/月）、車通勤可、食事補助有
（会社指定業者��200円/食）

勤務先▶北広島市　※北広島駅から徒歩10分

自動車検査員

仕　事▶�主に普通自動車の整備・点検等の業務
資　格▶�要普免（AT限定不可）、二級自動車整備士（必須）、

自動車検査員（あれば尚可）

自動車整備士

北広島市新富町東2丁目1-4
電話連絡の上、写真付�
履歴書をお持ちください。

ジャパンオートモービル株式会社☎011-372-3338
受付/9～17時　��担当/代表取締役　寺口

北広島 正 自動車検査員、自動車整備士

★令和３年冬期賞与支給対象となります。 
　（前年度実績：年2回、平均65万円/年）
★昼食半額負担（会社指定の業者にて1食200円）
★作業服のクリーニング代は会社負担 
　（会社指定のクリーニング会社にて）

正
社
員

検査員
整備士募集!!

資格を 資格を 
活かせる!活かせる!

千歳

■総合施設管理

千歳市美々新千歳空港内�ターミナル�アネックスビル2F
千歳支店

受付/9〜17時
※日・祝を除く

日興美装工業㈱

まずはお電話の上、面接の際に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-1171☎0123-22-1171

◆千歳市北光2丁目
仕　事▶院内の清掃　　　
時　間▶�①6:00～10:00（4h）�※月～金曜�

②7:00～9:00（2h）�※日曜のみ
勤　務▶�週2日～（シフト制）�※応相談
◆千歳市新富1丁目
仕　事▶デイサービス施設の清掃
時　間▶�16:00～19:00（3h）
勤　務▶�週3日程度（シフト制）�

※応相談（日曜日休み）
給　与▶時給890円
待　遇▶交通費規定支給、車通勤応相談共通項目

ア パ 清掃
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