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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！
通年営業

アットホームで和やかな職場環境です♪

◆看護師
仕　事▶看護業務全般
資　格▶ 看護師または准看護師資格
給　与▶時給1,300～1,500円
◆医療事務
仕　事▶受付業務
資　格▶経験者優遇
給　与▶時給1,000円
勤　務▶ 週2～3日　※応相談 

※土曜勤務可能な方歓迎

恵庭市黄金中央1丁目4-3

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-29-7037 担当/髙橋

恵庭 パ 正・准看護師、医療事務

医療法人社団 健仁会 恵庭ふじたクリニック

働き方 
ご相談ください♪

【共通項目】
時　間▶ 月・土/8:30～12:30 

火～金/8:30～17:30 
※上記の時間帯でシフト制、時間応相談

休　日▶ 日・祝、GW、年末年始
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

午前・午後どちらの勤務も可能な方歓迎！

まずはお電話ください。面接は勤務先で行います。

仕　事▶ 新千歳空港ターミナルビル内の 
オフィス、廊下、トイレなどの清掃

給　与▶ 時給920円
時　間▶ 次の①～③からお選びください！ 

①7:00～16:00（実働7.5h/週5日勤務） 
②7:00～11:00（実働4h/週5日勤務） 
③13:00～16:00（実働3h/週5日勤務）

待　遇▶ 各社保完備、交通費実費支給、制服貸与、 
車通勤応相談

勤務先▶新千歳空港ターミナルビル（千歳市美々）

時給
920円

札幌市中央区北5条西2丁目5
JRタワーオフィスプラザさっぽろ16F三幸㈱北海道支店

☎011-261-8753

新千歳空港清掃
幅広い世代、未経験者が活躍中★

千歳 ア パ 清掃

仕　事▶ 遊技場の閉店後清掃
資　格▶ 未経験者歓迎、車通勤可、シニアも応募可
給　与▶1勤務1,700円
時　間▶  22:45～24:00(1.25h)
勤　務▶ 週2日～
勤務先▶ 千歳市清水町6丁目27-1

札幌市南区石山
1条9丁目1-3

まずはお気軽にお電話ください。
面接は勤務先の周辺で行います。

☎011-596-0731
㈱ビルカン

［受付］
9～18時

1勤務1,700円
週2日～OK！ ダブルワークOK！

千歳 パ 閉店後清掃

仕　事▶ 障がいを持つ児童を放課後や学校の休校日に 
お預かりしての療育支援。 
学校や自宅からの送迎、支援記録の入力等。

資　格▶ 保育士資格
給　与▶ 正職員/20～23万円 

※試用期間3ヶ月/時給1,000～1,500円 
パート/時給1,000～1,500円

時　間▶  10:00～19:00　※休憩1h
休　日▶ 週休2日制　※祝日勤務有
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

昇給年1回、賞与年2回、有給休暇

恵庭市島松仲町1丁目2-12

まずはお気軽にお電話ください。

児童発達支援事業所 ファンふぁーれ

1月OPEN予定‼ NEWスタッフ募
集

☎0123-25-5015応募 担当/ 甲斐・ 
長谷川

恵庭 正 パ 保育士

岩内郡岩内町字大浜476-18 

担当/採用係

まずはお電話ください。面接は千歳で行います。

☎0135-67-7477

仕　事▶ コーヒー豆を機械へ投入し挽く作業や挽い
た豆の計測作業などを行います。他、飲料水
の検査に伴う作業などを行います。

資　格▶ 学歴・経験・資格不問・18歳以上
時　間▶ 8:30～17:30 ※時差出勤有 

※残業有、月20h程度
勤　務▶ 月16日程度（年間平均）
休　日▶ 土日祝、他平日1日 

（状況により土日祝出勤の可能性有）
給　与▶ 時給1,000円
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、残業手当
勤務先▶千歳市北信濃864-1

㈱アイ・コネクション

工場内作業
スタッフ
欠員募集!!
勤務時間・日数  相談に応じます!!

千歳 ア 工場内作業

《パート》機内食調理スタッフ

(株)ホテルニュー王子 機内食事業部
千歳市美々 新千歳空港 ケータリングビル内

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。
【受付】平日10～17時
【担当】わたなべ・のはら☎46-5983

仕　事▶ ホテルニュー王子機内食事業部  
調理課内での調理・セット業務 
※配属部門は面接後に決定

時　間▶ 5:00～21:00の間で実働8h（休憩1h）
休　日▶週休2日 ※シフト制
給　与▶時給900円
待　遇▶ 福利厚生、交通費規定支給、 

従業員駐車場有（1,500円/月）、 
従業員食堂有（230円/食）

千歳 パ 機内食調理スタッフ

千歳市桜木3丁目1-1
ラブアリス千歳桜木児童通所支援センター

利用者さまの増加に伴い増員募集です！

資　格▶ 教員免許、保育士、児童指導員要件を満たす方、 
無資格でも応募可

時　間▶13:00～18:00 ※他の時間も相談可
給　与▶ 有資格者/時給1,000円～ 

無資格者/時給950円～
勤　務▶週2日～
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、試用期間6ヶ月有

☎0123-23-0081採用担当

まずはメールかお電話でご連絡ください。

lovealice.chitose@gmail.com

★言語聴覚士も同時募集/月22万円～

1人1人に目が届く、安心できる環境を目指しての募集です。
スタッフの働きやすさも大切にしています。

千歳 パ 児童デイサービススタッフ

恵庭市北柏木町3丁目26
千歳市美々1292番地39号

恵庭営業所
千歳営業所

充実の好待遇！ 資格取得制度でスキルアップも！

仕　事▶ 建設機械の軽整備、営業
資　格▶ 高卒以上、未経験者歓迎、経験者優遇、要普免、

中型免許（入社後に会社負担にて取得）
給　与▶ 月給205,805円+諸手当 ※昇給年1回有
時　間▶  8:00～17:30（実働8h、シフト制）
休　日▶ 日曜、祝日他、GW、夏季・冬季休暇 

※土曜日は隔週休み 
★冬季リフレッシュ休暇有

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、諸手当（超過勤務、
通勤、営業、家族、住宅）有、資格取得制度有

勤務先▶ 恵庭・千歳

軽整備 正社員募集営業

冬季リフレッシュ休暇有（5日～9日連続必取）

[履歴書送付先]
〒007-0824 札幌市東区東雁来4条1丁目1番37号
富士レンタル株式会社 管理部

☎011-786-5401
http://www.fujirental.co.jp/contact/お問合せフォーム

担当/鬼原（キハラ）

お電話にてご連絡の上、下記の住所まで写真付き履歴書を
郵送ください。書類選考後、試験日時等ご案内致します。

「Q人ナビを見ました」とお伝え頂くとスムーズです。
（メールの方は一言添えてください）

応募

千歳・恵庭 正 軽整備、営業

〒060-0042 札幌市中央区大通西9丁目3-33
キタコーセンタービルディング4F

まずはお電話のうえ、写真付履歴書を郵送ください。

☎011-271-5237

http://www.kds-net.co.jp/㈱KDS札幌支社労働者派遣事業（派13-040180）

短期スタッフ募集‼
土日休みのデスクワーク♪
◆事務スタッフ/恵庭市内
期　間▶ 即日～2月末　※3月末頃まで延長の可能性有
仕　事▶電話受付、書類審査業務等 
資　格▶ 主婦（夫）、フリーター、未経験者歓迎、入力等の基

本的なPC操作ができる方
給　与▶時給1,100～1,300円
時　間▶  8:45～17:15（休憩45分）
勤　務▶月～金　　　休　日▶ 土日祝
待　遇▶ 交通費規定支給、条件により雇用保険加入

恵庭 契 ア 事務スタッフ

勤務先▶ 千歳・恵庭・苫小牧
期　間▶即日～通年
仕　事▶ アマゾン商品の配達
資　格▶ 要普免(AT限定可)、年齢不問
給　与▶ 日給12,000～14,000円
時　間▶  8:00～20:00
休　日▶ 週1～2日
待　遇▶ 車両貸し出し可、制服貸与、研修有

千歳市高台5丁目1-5㈲M.D.N.TRANS

まずはお電話のうえ、写真付
履歴書をお持ちください。

★個人事業主は更に優遇します‼

 

千歳市高台5丁目1-5

☎23-0501
㈲M.D.N.TRANS

日給12,000～14,000 円!!

千歳・恵庭・他 他 宅配ドライバー

医療法人社団　いずみ会

〒066-0081 千歳市清流5丁目1-1
北 星 館

仕　事▶ 介護保健施設において通所リハビリの送迎業
務、車両の日常点検整備、補助業務、他

資　格▶ 要普免
給　与▶ 時給950円
時　間▶ 8:30～10:30、15:30～17:30　※実働4h 

※10:30～15:30は休憩時間
期　間▶ 1年契約更新（長期勤務可）
休　日▶ 土日祝、年末年始
待　遇▶ 雇用保険、労災保険、交通費規定支給、車通勤可

☎0123-40-2525
【受付/9～17時】 担当/栗林

まずは、お電話ください。

介護老人保健施設

安全・安心第一の運転で利用者様をサポート!

1日4時間で
朝と夕方だけの
お仕事です!!

元気ハツラツな方
待ってます♪

非公認キャラクター ホクマンくん

労働条件や働く環境を常に見直しながら、笑顔でのびのびと働ける環境を目指しています♪

千歳 パ 送迎運転手

勤務先▶JR新千歳空港駅、JR南千歳駅
仕　事▶ 駅舎内全般の清掃 

（男女・バリアフリートイレ含む）、ゴミの収集・分別、他
時　間▶ ①8:50～12:50（実働4h） 

②12:50～19:50（実働6h、休憩1h） 
③8:50～16:50（実働7h、休憩1h） 
※①～③シフト制

給　与▶ 時給895円 ※試用期間3ヶ月有（同条件）
勤　務▶4週6休 ※シフト制、応相談
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇、交通費規定支給、制服貸与
お電話の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。担当/安藤

北海道クリーン・システム㈱ 札幌鉄道支店 空港営業所
千歳市美々JR新千歳空港駅舎内■JR北海道グループ

☎0123-45-7160 080-2877-3015

駅舎清掃スタッフ
募集!★女性活躍中!

千歳 パ 清掃

働き方は相談に応じます!

スタッフ募集
主婦さん・学生さん歓迎!!

モスバーガー恵庭店

仕　事▶ 製造、接客、販売
資　格▶ 年齢不問、土日祝日も 

勤務可能な方歓迎
時　間▶ 9:00～22:00の間で 

1日3h～ 
※勤務時間、日数の相談に応じます。

給　与▶ 時給890円～（詳細は面談にて） 
※22時以降深夜割増有

待　遇▶ 制服貸与、車通勤可
応　募▶ お気軽にお電話ください。 

※面接時に履歴書不要です。

恵庭市中島町
6丁目7-8

担当/梅木　　受付/11～13時以外
☎0123-39-3666
モスバーガー恵庭店

恵庭 ア 店内業務全般

給　与▶①時給900円 ②時給1,000円
時　間▶  ①10:30～14:00 

②17:00または18：00～22：30 ※変動有
休　日▶ シフト制 ※希望に合わせます。
待　遇▶ 交通費規定支給、食事補助、 

制服貸与、車通勤可能

 ★給与は週払いです。

千歳市北陽3丁目8-17

お気軽にお電話ください。

☎0123-25-3000
焼肉ドルバ

担当/マスダ

 ホールスタッフ
募集中!!

千歳 ア ホールスタッフ

仕　事▶ 浴場内・岩盤浴場内、館内共用部分のモップ
掛けや、消毒等の簡単な清掃

給　与▶ 時給890円
時　間▶ ①6:00～9:00 

②14:00～19:30　※女性浴場への出入
りがあるため女性限定

勤　務▶週2～4日の間で応相談
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、車通勤可（無料駐

車場有）、制服貸与、従業員割引有（一緒に来店
した家族も対象）、仕事終わりの温泉入浴無料

恵庭 パ 浴場管理

★WワークOK!!
★扶養内勤務です！

恵庭市戸磯
397-2えにわ温泉 ほのか

担当/なんば・こんどう☎32-2615応募

早朝・営業中の

浴場清掃
パ
ー
ト
仕事終わりの温泉入浴無料です！

(株)スミセキ・パーソンサポ
一般労働者派遣業(般01-300500) 北広島市北の里57番2

他
に
も
い
ろ
い
ろ
お
仕
事
あ
り
ま
す
‼

待　遇▶ 各種保険有、交通費規定支給、 
昇給有、週払応相談

共通
項目

まずはお電話ください。出張面接可

給　与▶ ⓐⓒ時給1,050円　ⓑ時給1,150円 
※22時以降/時給1,438円

時　間▶  ⓐ8:00～17:00　ⓑ19:00～翌4:00 
ⓒ ⓐ・ⓑの交替制　※ⓐ・ⓑ残業有

休　日▶ 日曜・祝、隔週土曜

◆ プラスチック容器検査作業 /千歳市

給　与▶時給1,000円
時　間▶  8:00～17:00
勤　務▶ 週3日～　※シフト制

◆ 畜舎内作業 /千歳・恵庭及び近郊

☎0800-800-9920 ☎011-372-1964

千歳・恵庭 派 検査、畜舎内作業

仕　事▶ お土産品の店内販売業務全般
資　格▶ 未経験者可
給　与▶ 時給900円
時　間▶ 13:00～19:00　※応相談
休　日▶ 平日のみ（土・日・祝勤務） 

※可能な範囲で希望に応えます。
待　遇▶ 各社保完備、交通費全額支給、制服貸与
勤務先▶新千歳空港ターミナルビル2F

札幌市白石区東札幌
1条1丁目1-8

☎011-811-7890 担当/渡辺・飯塚

はじめての方も大歓迎‼
人と接することが好きな方、
まずはお気軽にお電話ください！

土・日・祝の限定パート募集
千歳 パ 販売スタッフ

学生
歓迎

札幌市中央区南9条西7丁目1-7レッドホースコーポレーション(株)

応募 0120-809-009［担当］
種村

2021年10月にオープンした
工事事業者専用宿「ワークマンハウス」です！

資　格▶ 年齢制限なし、未経験者歓迎、 
調理・清掃経験者歓迎

待　遇▶交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ ワークマンハウス苫小牧（苫小牧市勇払46番地1）

共
通
項
目

給　与▶時給1,100円～
時　間▶4:30～8:30、15:00～20:30
勤　務▶週1日～

《パート》 工事業者専用宿での調理業務

給　与▶月給21～25万円
時　間▶4:30～20:30の間で7.75h ※時間応相談
休　日▶週休2日 ※シフト制

《契約社員》 工事業者専用宿の施設管理・運営業務等

苫小牧 契 施設管理パ 調理

お子様
連れ
OK♪


