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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
道と川の駅「花ロードえにわ」敷地内
恵庭市南島松817-18 ☎36-2700

毎週木曜日は加工品Day！【営業時間】9:00～17:00

岩見沢市岡山町129-26

まずはお気軽にお電話ください。面接は現地で行います。
受付時間/8:30～18:00

株式会社 サン研ライフサービス
0120-537-917 担当/川崎

仕　事▶ 浴場・館内清掃
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給900円～ 

※試用期間/時給889円
時　間▶ 7:00～11:00　
休　日▶ シフト制　※応相談
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、車通勤可、有給休暇
勤務先▶ 恵庭温泉 ラ・フォーレ(恵庭市恵南4-1)

久しぶりの
募集です！ 清掃スタッフ

年齢幅広く
活躍中!!

恵庭 パ 清掃

恵庭市恵み野
西1丁目7-3 おれんぢ喫茶俺ん家

◆パート
時　間▶ 10:30～14:30
給　与▶ 時給900円
勤　務▶ 土日を含む週5日  

※火曜定休

まずはお気軽にお電話ください。☎36-3016

洗い物等の簡単なキッチン業務もあり!

お近くに
お住まいの方
歓迎!!

ホールスタッフ募
集
!!

恵庭 パ ホール

〒066-0039 千歳市富士4丁目18-8
千歳富士4丁目店

☎0123-27-4711担当/橋本
まずはお電話ください！

学生さん・主婦（夫）さん・フリーターさん大歓迎! !

セブンで

はじめよう！
バイトを

週1日～
※応相談

Wワーク
　OK!

期　間▶ 長期、1年以内等、働く期間はご相談ください。
給　与▶ 時給890円 

※6時～9時/時給920円 
※22時～翌5時/時給1,113円

時　間▶  ①6:00～9:00 ②9:00～13:00 
 ③17:00～21:45 ④18:00～21:45 
⑤20:00～翌1:00 ⑥0:00～5:00　

待　遇▶制服貸与、車通勤可 

その他の時間も
応相談♪

千歳 ア パ 店内業務全般

まずはお気軽にお電話ください！

仕　事▶ 駐車場管理業務、 
駐車場⇔空港間の送迎業務

資　格▶ 要普通免許、自力通勤可能な方
給　与▶時給950円
時　間▶  6:00～22:00の間で実働5～6h
勤　務▶ 週3～4日
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、車通勤可

千歳市美々1292-206

☎0123-23-1111
サンパーキング (株)さいたさいた

駐車場管理
ドライバー

募
集

千歳 ア パ 駐車場管理、ドライバー

札幌市中央区南1条東2丁目11-4 ミナミ1条タカハタビル8階
キョウワプロテック㈱札幌事業所

時　間▶ ①9:30～18:45（実働7h） 
②9:30～13:30 ③14:45～18:45 
※①～③時間選択可  
※②③扶養内勤務可

給　与▶ 時給900円～
休　日▶ 週2～3日程度（シフトによる） 

※希望休考慮致します。
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、 

社保完備、車通勤可 
(無料駐車場完備)

勤務先▶ 陸上自衛隊東千歳駐屯地内食堂

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は千歳・恵庭市内で行います。土日祝も随時受付中!!

☎011-207-0911 担当/中村

入社祝い金
1万円支給
※規定有

食器洗浄スタッフ増員募集!

★車通勤OK　★時間・日数応相談！！

GW、お盆、年末年始にまとまったお休みを取ることも可能！

未経験者
歓迎！！

千歳 パ 食器洗浄

食洗機を使用しての食器洗浄の 
お仕事です。 

テーブル拭き等の、簡易な清掃有。 
4～5人で作業をするので、 
初めての方も安心♪

千歳 パ 清掃

期　間▶ 【1ヶ月】①12/1～翌1/5  
　　　  ②12/6～翌1/5 
【2ヶ月】③12/1～翌1/31 
　　　  ④12/6～翌1/31

資　格▶ 未経験者歓迎、学生も可
給　与▶時給1,250円
時　間▶  9:00～17:00
勤　務▶ 週4～5日 ※シフト制
待　遇▶ 雇用保険、交通費規定支給、 

車通勤可、制服貸与
勤務先▶北広島市大曲中央1丁目4-1

ガトーショコラの
トッピング短

期
10名
募集

選べる期間時給1,250円 求人番号
507706

札幌市東区北42条東15丁目1-1 栄町ビル6F 派01-300396 01-ユ-300283

はやい さいよう
応募 0120-881-314

生クリームをしぼったり、 
チョコをトッピングするなど 
のシンプルな作業です♪

おシゴト
説明会
in 恵庭市民会館

11月25日（木）10:00～日時

TELでご応募のうえ、ご参加ください。

恵庭市民会館 リハーサル室B
恵庭市新町10番地場所

北広島 派 ガトーショコラのトッピング

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900円
時　間▶ 8:00～12:00
勤　務▶月～金の間で週4～5日

◆清掃 《パート》
◉サッポロビール工場

給　与▶ 時給900円
時　間▶ 10:00～14:30（実働4.5h）
勤　務▶月～金

◆レストランホール 《パート》
◉えにわステーションホテル

給　与▶時給930円
時　間▶18:00～22:00　
勤　務▶週3日～OK（シフト制）　　休　日▶土日祝

◆清掃（手術室） 《パート》
◉我汝会えにわ病院

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

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）、ホールスタッフ

【嘱託】福祉サービス調整業務職員

【パート】ホームヘルパー
資　格▶ 普通自動車免許、介護福祉士又は介護職員初任者

研修修了（旧ヘルパー2級）以上
給　与▶ 週5日勤務/時給1,260円～ 

週4日勤務/時給1,200円～ 
※いずれも処遇改善手当を含む 
★業績により年1回一時金を支給 ★昇給制度あり

時　間▶規定による
勤　務▶ 週４～5日（応相談）
待　遇▶ 介護福祉士手当、通勤・車両借上手当、 

社保加入可能（時間数による）※希望者のみ

時間相談
できます♪

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

応
募

〒061-1446 恵庭市末広町124番地

詳しい応募方法・申込書類はHPより確認できます。

担当/
採用係☎0123-33-9436

社会福祉協議会 
職員募集!!

検索恵庭市社会福祉協議会

恵庭 嘱 嘱託職員パ 訪問介護員

期　間▶令和4年1月～3月（更新可能性有）
仕　事▶ 社会福祉協議会が行う除雪サービスなど、 

高齢者等との調整業務を行うお仕事です。
資　格▶ 福祉事業に関心のある方、 

要普免（AT限定可）、PC（Excel･Word）による 
文書・資料制作が出来る方

給　与▶時給900円
時　間▶8:45～15:30（休憩45分）
勤　務▶週5日
休　日▶ 土日祝、年末年始、夏期休暇等
待　遇▶各社保険完備、通勤手当、期末手当等

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

千歳

資　格▶普通自動車免許（AT限定可）
仕　事▶ ①通所リハビリテーション送迎時の 

　ドライバー業務。送迎範囲は千歳市内。 
　他、誘導などの簡単な介助業務、事務。 
② 通所リハビリテーション送迎ドライ
バー兼リハビリ助手業務（リハビリテー
ション患者への物理療法･運動機器の設
置および受付業務）

給　与▶時給900円
時　間▶ 月・火・木・金/13:30～18:15 

水/8:45～12:45
休　日▶土日祝、お盆、年末年始 
待　遇▶ 雇用保険（勤務時間による）、労災保険、 

交通費規定支給、マイカー通勤可、有給休暇

千歳駅直結で通いやすい

急
募

医療法人社団

〒066-0031　千歳市長都駅前3丁目1-31
髙橋整形リハビリテーションクリニック

写真付履歴書を郵送ください。《送付先》

☎27-1971 担当/芳賀【問い合わせ先】

髙橋整形外科クリニック
千歳市千代田町7丁目1789-3 千歳ステーションプラザ5F 

本
院

パ 送迎ドライバー

株式会社ニュー三幸 小樽市稲穂1-3-6
サンモール1番街

Since1954

スタッフ増員募集
調理･ホール

【担当】飯田
まずは、お気軽にお電話ください。

☎0123-45-6330

仕　事▶ ①調理係（調理業務全般） 
②客席係（客席業務全般）

資　格▶ ①飲食店での調理経験のある方 
② 未経験者OK、バイトデビューOK、 
主婦(夫)・フリーター歓迎、高校生不可

給　与▶ 時給950円～
時　間▶ ①10:00～20:00の間で8h（シフト制）

② 11:00～20:00の間で4～6h（シフト制） 
※ランチ・ディナーで固定勤務も可

勤　務▶ 週2日～　※応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、食事補助有
勤務先▶ 小樽ニュー三幸　新千歳空港店

小樽ニュー三幸　新千歳空港店

★働きやすい環境を目指しています♪

千歳 ア ①調理②ホール

写真付履歴書を郵送またはメールください。

☎011-897-1711
takamatsu_tsuyoshi@sanmaruko.co.jp

採用担当/髙松　
受付/平日9～18時

仕　事▶ 冷凍コロッケ製造ラインでの材料の 
仕込み・製造・包装等　 
※ 冷凍コロッケ以外の商品製造も有

資　格▶ 未経験者歓迎、 
食品製造等経験者優遇

給　与▶ 時給889～961円
時　間▶ ①9:00～17:00 

②13:30～17:00 
③6:30～9:00 
④17:00～22:00 
※シフト制（応相談）

休　日▶ 日曜、祝日、会社指定の土曜日
待　遇▶ 各社保完備（時間による）、交通費規定支

給、車通勤可、送迎有、制服貸与、有給休暇
勤務先▶ サンマルコ食品(株)恵庭工場 

（恵庭市戸磯201-12）

◆ パック詰めされた商品を箱詰めする 
包装作業

【問い合わせ･メール】 〒004-0004 札幌市厚別区厚別東4条1丁目1番48号

サンマルコ食品株式会社

★ 難しい作業はありません。 
誰にでも出来るお仕事なので、ご安心ください！食品製造

スタッフ募集‼
◆ 芋を蒸す、蒸しあがった芋に具材を 
混ぜる、パン粉をつける作業

◆ ベルトコンベアに流れてきた 
冷凍コロッケを専用の容器に詰める作業

恵庭 パ 食品製造


