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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】

〒066-0056 千歳市白樺2丁目5-12北海道純馬油本舗（株） ☎0123-48-4711
写真付履歴書をご郵送ください。 問合せ

仕　事▶ 馬油を原料とした基礎化粧品の製造、原料の 
発注・在庫管理、出荷作業（重量物の取扱有） 
空港店舗での応援販売業務も有（ノルマ無し）

資　格▶ 学歴・経験不問、簡単なPC操作可能な方 
（Excel、Word、メール）、要普通自動車免許

給　与▶ 月178,000～197,500円　※固定残業代含む
時　間▶ 8:00～17:00　※9:00～18:00の場合も有 

※月15h程度時間外の可能性有
休　日▶ シフトによる週休2日、GW、お盆、年末年始　 

※年間休日120日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

無料駐車場有、従業員割引有、試用期間2ヵ月（同条件)

千歳 正 製造

製造
正社員

スタッフ募集 !
★元気な方歓迎!
★学歴・経験不問!

店
内
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♪

販売スタッフも同時募集
アルバイト･パート

★条件は製造スタッフと同じです。 千歳市美々　新千歳空港連絡施設3F(スマイルロード　スイーツゾーン内）
北海道牛乳カステラ

まずはお気軽にお電話ください。　担当/松永

☎0123-46-2205

資　格▶ 未経験者歓迎、経験あれば尚可、学歴不問 
【ア･パ】学生・主婦（夫）・フリーター歓迎、副業・扶養内勤務可

給　与▶ 【正】月18～35万円 ※経験・能力考慮(固定残業代含む。超過分別途支給） 
【ア･パ】時給900円～

休　日▶ 【正】月8日（シフト制） ※特別休暇・リフレッシュ休暇制度有 
【ア･パ】勤務は週2日～OK

時　間▶ 8:30～17:30 ※【正】実働8h 【ア･パ】実働4～8h（応相談）
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与 

【正】各社保完備、産休・育休制度、退職金制度 
【ア･パ】正社員登用制度有

● 仕込み（卵白の泡立ちからこだわり有） 
● 生地作り（手作業で生地を仕上げます。） 
● 泡切（口溶けの良さを左右する重要な作業） 
● 焼き上げ（実際に手で触れて火の通りを確認） 
● 包装（切り分けて丁寧に包みます。）

★年1回、千歳近郊でお食事会開催！
　辻口シェフとのお食事会も有（不定期開催）

年齢･性別不問!!

未経験者大歓迎!!
経験よりも意欲重視

製造スタッフ
正･ア･パ 急募

千歳 正 ア パ 製造ア パ 販売

仕　事▶ 大型トラックでの配送業務　
資　格▶ 大型免許
給　与▶月320,000円～
時　間▶  当社規定によるシフト制
休　日▶ 日曜、隔週土曜日
待　遇▶ 各社保完備

増車につき、

恵庭市島松寿町2丁目29-3

まずはお気軽にお電話ください。担当/米川

090-8900-4332 
株式会社 ys'トランス

業務拡大！

大型トラックドライバー
2名
募集！

恵庭 正 大型トラックドライバー

北海道クリーン開発㈱ 〒053-0016
苫小牧市寿町2丁目3-14

（田口）応 募

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は勤務先にて行います。委細面談。

未経験者歓迎！！

0120-03-6323
　080-2871-5294

千歳 パ 清掃

◆スーパーアークス千歳店
時　間▶ 7:00～10:00、13:00～17:00  

※シフト制
勤　務▶ 週4日程度
【共通項目】
給　与▶時給889円
資　格▶未経験者歓迎
待　遇▶ 労災保険、制服貸与、 

交通費規定支給、車通勤可

◆ちとせモール
時　間▶ 14:30～19:30　※シフト制
勤　務▶ 週5日程度

勤務日数 相談可！！

千歳市信濃1丁目8番14号千歳北交ハイヤー㈱

北交ハイヤー
道内最大のネットワーク

☎23-4145応募 ［担当］渡辺・松口

資　格▶ 要普免（運転経験3年以上） ★AT限定可
時　間▶ ［朝］①5:00～14:30 ②7:30～17:00 

［夕・夜］①17:00～翌2:30 ②20:00～翌5:30 
※［朝］［夕・夜］選択制 ※いずれも実働6.5h、休憩3h 
※昼勤、夜勤、隔日勤（応相談）

勤　務▶ 4出勤後→公休→4勤務→公休→3勤務→公休の繰り返し
給　与▶ 歩合制 

例： 正社員/月182,962円（昼勤、25日出勤の場合） 
嘱託/月172,200円（昼勤、25日出勤の場合）

待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、燃料手当、無事故手当、有給休暇、
慶弔休暇、育児・介護休暇、二種免許取得養成制度有

★入社支度金制度 10～30万円利用可
※規定有

★賃金保証制度 6ヶ月間 月25万円支給

異業種からの
転職も歓迎!!

二種免許取得
養成制度有！

千歳 正 嘱 タクシードライバー
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http://www.e-abe.jp
恵庭市戸磯
595番地3㈲阿部製作所

仕　事▶ 金属加工工作機械のオペレーター業務。 
重労働や難しい作業はありません。

資　格▶ 要普免、工場勤務の経験が3年以上ある方歓迎
給　与▶月給200,000～250,000円
時　間▶ 8:00～17:00(休憩90分)
休　日▶ 日曜、祝日、第2土曜、夏期休暇、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、昇給・賞与有、交通費規定支給、車通勤可、

制服貸与、有給休暇、資格取得制度（費用会社負担）有

◆製造スタッフ

★メールでの応募も可能 
　（HPをご覧ください。）

【受付/9～17時】 担当/採用係
☎32-3032

まずはお気軽に
お電話ください

※規定有

入社支援金
制度有

30万
円

最
大

HPは
こちら

扱う物は赤ちゃんよりも軽い物ばかりです。
一度覚えてしまえばずーっと職人ですよ！
貰える賃金に性別差はありません！

恵庭 正 製造

安定した企業で、安心の長期勤務♪

札幌市北区北6条西6丁目2-24　第2山崎ビル7F

人材派遣許可番号/01-301399　人材紹介許可番号/01-ユ-300647

まずはお気軽に
お電話ください。☎011-600-1755

株式会社フジアウトソーシング

期　間▶長期
仕　事▶ 飲料水の入荷・出荷作業、その他
資　格▶フォークリフト免許
給　与▶時給1,300円
時　間▶8:00～17:00
休　日▶週休2日制（土日）
待　遇▶各社保完備、制服貸与
勤務先▶恵庭市内 工場見学は毎週実施中

LINE公式
アカウントは
こちら▶

フォークリフト作業員募集!
恵庭 派 フォークリフト作業

資　格▶ 介護職員初任者研修修了以上、経験者優遇
給　与▶ 正/月230,000円　 

パ/身体介護:時給1,900円～　 
　 生活援助:時給1,400円～

時　間▶  当社規定による　※シフト制
休　日▶ 週2日
待　遇▶ 各社保完備、交通費全額支給、車通勤可、 

昇給年1回、有給休暇、正社員のみ賞与年2回
勤務先▶千歳市、恵庭市

千歳市住吉3丁目16-11
写真付履歴書を
ご郵送ください。

【問合せ】 080-9976-1030　担当/鈴木

合同会社 YAKUDACHI

訪問介護
スタッフ募集!

千歳・恵庭 正 パ 訪問介護

直行直帰OK

仕　事▶  マイクロバスで行う工場従業員様の送迎業務 
※苫小牧市沼ノ端～苫小牧市勇払（工場）の送迎

資　格▶ 中型限定解除以上
給　与▶ 時給1,300円～ 

※試用期間3ヶ月(同条件) 
※ 例/月250,000円程度（月24日勤務の場合）

時　間▶   ①5:00～8:30（実働3.5h）
　　　　 ②16:00～20:30（実働4.5h）
休　日▶  日曜日　※土曜日は①の勤務のみ 

（ＧＷ、お盆、お正月大型連休有）
期　間▶長期
待　遇▶ 各社保完備、車通勤可、 

交通費規定支給（2運行分支給）、有給休暇有

千歳市末広4丁目7-1 ユーポート末広305

まずはお気軽にお電話ください。 担当/高橋

☎0123-25-9280
（株）スターロードシステム 北海道営業所

★1日2運行分の交通費支給！
★中休憩の時間を有効活用できます！

 送迎
ドライバー

080-7393-7171

大型連休
あります♪

苫小牧 パ 送迎ドライバー

仕　事▶ スポーツクラブ館内共用部（ロッカー室・浴室・ 
トイレ）等の清掃。2名で分担・交替で作業します。

資　格▶ 性別不問、未経験者・主婦（夫）さん歓迎 
★経験者であればシニア世代も積極採用

時　間▶ 6:00～9:30の間で実働3h 
（6時前からの作業開始も可能）

休　日▶ 金曜日、他シフト制
勤　務▶ 週2日～OK、日数応相談
給　与▶ 時給900円～
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、永年勤続賞有、 

試用期間3ヶ月（同条件）、誕生日祝品有
勤務先▶ 恵庭市恵み野里美1丁目2-1

北洋グループ

(有)北洋スタッフ 

～創立42年の(株)北洋グループです～

☎011-727-0222採用担当まで

札幌市北区屯田1条1丁目4-8 http://www.hokuyo-6.com/

まずはお気軽にお電話ください。面接は恵庭で行います。

ほぼ誰もいない状態で仕事します。

清掃

Wワーク
OK！

スタッフ
募集！

★未経験者･主婦（夫）歓迎♪

恵庭 パ 館内清掃

急 募調理
職員

仕　事▶ 20人ほどの昼食･夕飯作り（家庭料理）
給　与▶時給890円
時　間▶  9:00～12:00
勤　務▶ 週4～5日　　　休　日▶ 土･日曜
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給

恵庭市本町146 
デイサービスおしゃべりサロン

土日
休み

服装
自由

利用者様急増のため増員募集！
調理の腕前を大いに振るってください！

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎33-0211受付/8～17時  担当/小松

恵庭 パ 調理職員

仕　事▶ ソース類の製造
資　格▶未経験者歓迎 
給　与▶時給1,000円
時　間▶ 9:00～18:00 

（実働8h）
休　日▶土･日･祝日 
待　遇▶ 各種保険完備、白衣貸与、正社員登用有 
勤務先▶工場（千歳市流通3丁目2-14）
応　募▶ 電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

頑張るあなたを応援します！

〒066-0019　千歳市流通3丁目2-14
あぼじ食品株式会社
☎0123-42-2151担当/国井

30～40代
活躍中!!

正社員になれる
チャンス!!

千歳 ア パ 食品製造

看護補助者

看護師･准看護師 正職員
●こちらも募集中

準職員

〒066-0034 千歳市富丘1丁目618-6  
医療法人社団 豊友会 千歳豊友会病院 人事担当宛☎24-4191

◎電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。 応募はこちらでも▶（医）豊友会 

千歳豊友会病院
Chitose Houyukai Hospital

仕　事▶  病棟業務
資　格▶  有資格者、60歳まで 

（定年雇用止めの為 ※更新有）
給　与▶  看/月給216,000円～  

准/月給175,000円～ 
資格手当 看/20,000円 准/10,000円 
賞与年2回（夏・冬） 
夜勤手当 看/18,000円 准/16,500円 
準夜勤手当 看/5,800円 准/4,800円

時　間▶  当院規定による（2交替制、準夜勤有）
休　日▶ 4週8休+祝日（シフト制）

時給1,200円～
●実務経験がある方
● 保険請求事務や医療事務等
の資格をお持ちの方

正職員登用実績あり

https://www.foryou-hp.or.jpウェブサイトリニューアルしました▶

仕　事▶  病棟における看護補助業務 
看護師の補助や患者さんのお世話等を 
行います。介護士や看護師等を目指す土台と
なる経験を積むことができます。

資　格▶  無資格でも可
給　与▶  時給1,100円　夜勤1勤務/22,000円 

資格手当（介護福祉士）/6,000円 
その他手当年2回有（夏・冬）

時　間▶  当院規定による
勤　務▶ 2交替シフト制、早出・遅出有
《共通項目》 待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

仕　事▶医療事務業務
資　格▶  経験者優遇
給　与▶  時給1,200円～
時　間▶ 月・火・木・金/①8:45～17：30 

　　　　　　②8:00～16:45 
　　　　　　③9:15～18:00　 
　　　　　　※シフト制 
水・土/8:45～12:45

休　日▶日曜・祝日

医療事務スタッフ募集!
増員の
ため

千歳 正 看護師･准看護師 準 医療事務員、看護補助者

医療事務員 準職員

仕　事▶ 子ども達にそろばんを教えるお仕事です。入社後
は子ども達への教え方やそろばんの練習をしま
す。その後、教室でメイン指導員の補助をしながら
研修を行います。

資　格▶ ①珠算2級以上　②珠算3級（共に学生不可）
時　間▶ 14:00～18:00の間で実働3h
勤　務▶ 週2日～（応相談）　　休　日▶ 土日祝
給　与▶ ①時給930～1,000円　②時給900～950円
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、ブランクのある方OK、

研修期間1～2ヶ月有（時給900円）
勤務先▶ 千歳市内（春日、北陽）の各教室

札幌市東区東苗穂4条1丁目7-5

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎011-783-6665
パワーっこクラブ ㈱アバ
280教室運営!!

●面接は千歳市内
　で行います。

そろばん指導員募集!!
★小中学校で資格を取得した方もOK!!
★ブランクのある方、指導未経験でもOK!!

千歳 パ そろばん指導員


