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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

ハウスドゥ！恵庭駅前店
家・不動産 買取専門店

株式会社
北央商事 ■営業時間／9:00～18:00 

■定休日／土・日・祝日

0120-972-605
恵庭市緑町2丁目3-4 

仕　事▶ 朝食の簡単な調理補助、 
ホール業務 ※兼任も可

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給900円～ ※早朝手当有
時　間▶4:30～10:00 ※状況により変動有
勤　務▶週3～4日 ※応相談
待　遇▶ 社保完備（勤務による)、交通費規定支給、 

車通勤可、エプロン貸与

千歳市千代田町2-2-10

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-24-2111
ホテルウィングインターナショナル千歳

WワークOK　朝の時間を有効に活用できます。

たくさん働きたい!
扶養内勤務希望! 日数応相談
千歳 パ 調理補助、ホール業務

仕　事▶ 給食、おやつ作りの調理、配膳、 
洗い物のキッチン業務（4人体制）

資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶ 時給950円 ※試用期間1ヶ月/同条件
時　間▶  ①8:00～13:00 ②8:30～13:30 ※実働5h
休　日▶ 日曜・祝日、土曜日（月に1・2回、土曜日勤務の 

場合有）、年末年始
期　間▶10月～翌3月 ※4月以降も可 ※更新有
待　遇▶ 雇用保険、労災保険、交通費規定支給、エプロン貸与

かわいい子どもたちの楽しむ声が聞こえます。
是非、ご応募を!!おまちしておりま～す。

調理員募集!

千歳市富丘
1丁目5-13

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。 
まずはお気軽にご連絡ください。面接は順次行います。

☎0123-40-1106
認定こども園つくし保育園

担当/村田

千歳 パ 調理員

あと
1名!

未経験者
歓迎!

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、多少残業有）
勤　務▶ ①週休2日制　②週4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

主にブタの飼育に関わる業務（清掃、エサやり等）を 
行います。動物好きな方、体を動かしたい方にぴったり!
週2～3日程度で無理なく働けます。お小遣い 
稼ぎにもおすすめ! 元気な方、お待ちしています!

えこりん村 〒061-1421 恵庭市牧場241-2

資　格▶ 未経験者歓迎、70歳まで（定年雇用止めの為）
時　間▶ 8:00～17:00 ※実働8h
給　与▶ 時給890円
勤　務▶ 週2～3日程度（シフト制）
待　遇▶ 労災保険有、車通勤可、えこりん村循環バス

利用も可（恵庭駅～えこりん村間）
勤務先▶えこりん村内

担当/オオウチ、カワノ☎34-7800
電話またはメールでご応募受付致します。

受付/10～17時

t-oouchi@aleph-inc.co.jp

飼育スタッフ

年齢不問!!
シニアの方も 
歓迎です♪

★Wワークもご相談ください。

ブタの 募集

恵庭 ア 豚舎の清掃、エサやり

◆フォークリフトを使っての野菜類の運搬作業
仕　事▶ 野菜加工工場の敷地内にて、フォークリフトを 

使用し、野菜類などの運搬作業
資　格▶ フォークリフト免許保持者
給　与▶時給1,000円～

《共通項目》
時　間▶ 8:00～17:30　※休憩1.5h
勤　務▶週3～6日　※希望応相談　※日曜日休み
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、服装自由、 

社員登用制度有

◆野菜類のカット･箱詰め作業
仕　事▶ 手作業での野菜のカット、 

移動補助及び工場作業全般
資　格▶未経験者歓迎、経験・資格不問
給　与▶時給889円

【受付/午前中】

まずはお電話ください。 
面接日時・勤務開始日は相談に応じます。

☎0123-29-3320
千歳市上長都1160-21トライフード（株）

フォークリフト作業
野菜カット･箱詰め
スタッフ募集

千歳 ア パ 工場内作業

★どちらも日数応相談!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。委細は面談にて。 
新型コロナウイルスの感染予防対策をしています。

ローソン自衛隊東千歳駐屯地店☎22-2241 千歳市祝梅1016

◆北千歳駐屯地内店舗
仕　事▶店内業務全般
時　間▶①6:00～11:00 ②6:00～15:00 ③10:00～17:00
給　与▶ 時給920円
勤　務▶  ①週3～4日 ②週4～5日 ③土日
勤務先▶ 陸上自衛隊北千歳駐屯地内（千歳市北信濃724） 

※中央バス「北千歳駐屯地前」停すぐ
◆東千歳駐屯地内店舗
仕　事▶ a/陳列その他、レジ作業なし 

b/レジ作業有
時　間▶ a/19:00～22:00  

b/①17:00～23:00 ②11:00～20:00 
　 ③14:00～23:00 ④10:00～17:00

給　与▶ a/時給889円　 
b/ 時給960円 
※19:00～22:00までは時給1,000円 
※22:00～23:00までは時給1,200円

勤　務▶a/週3日（日･月･火･木･金曜の中で） b/週3～5日
勤務先▶ 陸上自衛隊東千歳駐屯地内（千歳市祝梅1016）

資　格▶  車通勤可能な方、 
ダブルワーク・シニア・学生可

待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、社会保険有

共通
項目

Wワーク、シニア、学生ＯＫ!!
駐屯地内のローソンで働こう!!
普段は入れない場所で、ちょっと働いてみませんか？
千歳 パ 店内業務

資　格▶ 59歳まで ※定年雇用止めのため
給　与▶ 月給184,000～207,000円
時　間▶ 8:00～17:00（実働7.75h、休憩1.25h） ※残業有
休　日▶ 土日祝（月7日） ※会社カレンダーによる 

※出勤の場合有（休日出勤割増有）
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、有給休暇

共
通
項
目

勇払郡安平町
追分弥生539ｰ2 ㈱鋼商担当/杉本受付/8～17時 080-8838-3897

☎0145-25-3111まずはお電話ください！

経験不問 元気で明るい方、
歓迎します♪

★千歳・恵庭からも通勤圏内!!
約80%の社員が安平町以外から

通勤しています。
（千歳・恵庭・札幌・江別・苫小牧他）
おだやかな環境で、車通勤も快適です♪

❶金属加工機械オペレーター
❷コンクリート製品の製造

その他 正 機械オペレーター、製造

《パートタイム共通項目》
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、社保完備、 

雇用保険、有給休暇、期末手当

［応募］まずはお気軽にお電話ください。 履歴書（市指定用紙）は当院のHPから取得できます。
市立千歳市民病院
千歳市北光2丁目1-1 ☎24-3000

内線8232
総務課総務係https://chitose-shimin-hospital.jp/

（資格･免許が必要な職種については、 資格証明書等のコピーが必要です。）

資　格▶ 看護師免許、昭和46年4月2日以降に生まれた方
時　間▶   日勤/8:30～17:00 

準夜勤/16:30～翌1:00 
深夜勤/0:30～9:00 
夜勤/16:30～翌9:00 
※ 病棟勤務（2交替･3交替勤務）が可能な方、 
または、手術室勤務が可能な方

給　与▶ 月192,400円～
休　日▶4週8休 ※シフト制
待　遇▶扶養手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等

❶ 病棟･手術室看護師（正職員）
資　格▶ 看護師免許、手術室看護経験がある方
時　間▶   8:30～18:00 ※実働7h
給　与▶ 月185,974～195,458円
休　日▶4週8休

❸ 手術室看護師（パートタイム）

資　格▶ 看護師免許
時　間▶ a.3交替制/①16:30～翌1:00 ②0:30～9:00 

b.2交替制/③16:30～翌9:00
給　与▶ 月164,720～173,120円 　 

※特殊勤務手当別途支給 3,100～7,300円/1回
休　日▶シフト制

❷ 夜間専従看護師（パートタイム）

仕　事▶病棟での看護補助業務
資　格▶ 資格は問いません
時　間▶ 6:00～21:00 ※実働7h ※シフト制 

※配属先により始業時間が変更となる場合有
給　与▶  月144,606～166,103円  

※資格等により賃金加算有
休　日▶シフト制

❹ 病棟看護助手（パートタイム）

看護師・看護助手募集
院内保育所利用可能!

採用日 随時

市立千歳市民病院
千歳 正 病棟･手術室看護師パ 夜間専従看護師、手術室看護師、病棟看護助手

居酒屋スタッフ

6店舗で
同時募集

千歳 恵庭

未経験者歓迎‼ お休み充実♪

080-3368-2901
k-kihara@chimny.co.jp  はなの舞
電話もしくはメールでご応募ください。[担当]木原

仕　事▶駐屯地内居酒屋でのホール・キッチン業務
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給890円～　※研修有（同条件）
時　間▶17:00～22:00の間でシフト制
休　日▶土日祝、GW、お盆、年末年始、他シフト制
待　遇▶交通費規定支給、制服貸与、車通勤可
勤務先▶ 〈千歳基地店〉千歳市平和無番地 

〈北千歳駐屯地店〉千歳市北信濃無番地 
〈東千歳駐屯地店〉千歳市祝梅1016 
〈北恵庭駐屯地店〉恵庭市北柏木531 
〈南恵庭駐屯地店〉恵庭市恵南63 
〈島松駐屯地店〉恵庭市西島松308

千歳・恵庭 ア ホール、キッチン

[受付]平日12～17時

給　与▶時給1,000円～
時　間▶8:00～17:00
休　日▶ 土、日

千
歳

コンクリート製品の補修

簡単もくもく作業1,000円～
時給

給　与▶時給1,600円～
時　間▶ ①8:00～17:15 ②16:00～翌1:15 

③0:00～9:15
休　日▶シフト制

恵
庭

断熱材の機械オペレーター

資格取得支援制度有1,600円～
時給

給　与▶時給1,200円
時　間▶8:00～17:00
休　日▶ 日、他シフト制

恵
庭

倉庫内リフト作業

残業多めで稼げる1,200円
時給

まずはお電話ください！
0120-116-377

苫小牧市旭町3丁目7-6グランドール旭町1F

労働者派遣事業 （派）01-301336
有料職業紹介事業 01-ユ-300541

㈱ホットスタッフ苫小牧

待　遇▶ 各社保完備、制服貸
与、退職金有、交通費
実費支給（上限有）、
週払いOK（規定有）

《共通項目》 
★  電話だけの簡単登録もOK！

★3日払い・週払いOK（規定有）
★即シフト入り、即勤務OK

★現地での面接もOK!!

オススメ
7案件
ほかにもお仕事あり! 
Webで
見つけよう♬
登録のみも
大歓迎！

給　与▶時給1,000円～
時　間▶9:00～17:00
休　日▶日、祝1,000円～

時給千
歳

お歳暮商品の箱詰め

幅広い年代が活躍中

給　与▶時給1,000円～
時　間▶ ①9:00～13:30 ②13:30～18:00 

③18:00～22:00
休　日▶ 水、日

恵
庭 1,000円～

時給 包装・検品・箱詰め

選べる時間帯

給　与▶時給1,000円～
時　間▶8:00～16:00
休　日▶土、日

千
歳

野菜の選別・箱詰め

土日休み1,000円～
時給

給　与▶時給1,050円～
時　間▶8:00～16:30
休　日▶土、日

千
歳

アルミ製品の検品
最寄り駅より徒歩10分1,050円～

時給

未経験者OK

土日休み

WワークOK

男性活躍中

正社員を目指せる

1～3ヶ月の短期

12月末までの短期

千歳・恵庭 派 機械オペレーター、リフト作業員、選別、検品、包装、箱詰め、補修

時　間▶ 8:30～17:30 
（実働8h ※応相談）

待　遇▶ 各種社会保険完備、 
交通費規定支給、有給休暇、 
マイカー通勤可（一定条件有）

勤務先▶ 恵庭市京町56-1 MY恵庭ビル5階

期　間▶①11月～12月 ②11月～翌1月 ③12月～翌1月
資　格▶ 学歴不問、主婦(夫)・学生歓迎、未経験歓迎、メール

対応できる方歓迎、簡単なパソコン操作ができる方
給　与▶時給1,000円
勤　務▶  週5日
休　日▶ 土日祝

中央コンピューターサービス㈱ 恵庭ビジネスデザインセンター

事前連絡の上、【履歴書】および【個人情報収集同意書】を郵送してください。［担当/高橋］
＜郵送先＞〒060-0807　札幌市北区北7条西1丁目1-2 SE札幌ビル10階
●【個人情報収集同意書】は下記URLからダウンロードお願いします。
　https://www.ccs1981.jp/careers/img/ccs_recruit_personal_info.pdf

応
募

☎011-700-5588（札幌支社） saiyo@ccs1981.jp
恵庭市京町56-1 MY恵庭ビル5階
https://www.ccs1981.jp/

短期事務スタッフ募集!
「ふるさと納税」に関するデータ入力、事務作業（印刷作業、メール・電話応対等）が中心です♪
データ入力は既存のフォームに入力いただきます。文字入力ができればok！

ふるさと納税繁忙期につき、
今年も短期パートスタッフ大募集！

恵庭 契 一般事務業務

正社員2職種募集!!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭市住吉町
2丁目1-3富士交通㈱
担当/金田一☎0123-33-6271

待　遇▶ 社保完備、試用期間3ヶ月有《共通項目》

トラック
乗務員

〈正社員〉 仕　事▶ トラックでの配送業務
時　間▶ 7:00～16:00  

※早出、時間外勤務有
勤　務▶ 週5～6日 ※シフト制
給　与▶ 4t/月23万円～ 

8tクレーン付き/月25万円～ 
11tクレーン付き/月26万円～

資　格▶ 中型免許
時　間▶ 日勤/8:00～17:00（実働8h）  

　　 ※時間外勤務有 
隔日勤務/8:00～24:00 
　　　　 ※早出・時間外勤務有 
※ 日勤・隔日勤務のシフト制

休　日▶シフト制
給　与▶ 月給15万円～  

※売上により歩合給追加支給
資　格▶ 普通二種以上 

ハイヤー
乗務員

〈正社員〉

女性も
活躍できる!

恵庭 正 トラック乗務員、ハイヤー乗務員

千歳市清水町4丁目15-1

まずはお気軽にお電話ください。 担当/吉本

090-3892-9571
社会福祉法人せらぴ

仕　事▶ 施設利用者の夕食調理（土曜は昼食）、館内の清掃など
資　格▶ 未経験者歓迎　　給　与▶ 時給950円
時　間▶ 月～金曜/13:00～20:00　 

土曜/9:00～17:00　
勤　務▶ 一日おきの交替勤務（週3日）
休　日▶ 日曜・祝日、夏季休暇、年末年始
待　遇▶ 交通費支給（交通手段利用の有無に関わらず一律 

月1万円）、雇用・労災保険、車通勤可、賞与年1回
（10万円）、有給休暇

子育てが
ひと段落した

千歳地域生活支援センター

お休みは調整できますので融通ききます!
主婦さん歓迎!

急募

千歳 パ 生活支援員（世話人）




