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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

HEIWA KOUSAN CO.,LTD. ■千歳本社/千歳市千代田町6丁目8番地 平和駅前ビル 4F

0120-213015（株）平和恒産

千歳駅前店AbleNetwork
AbleNetwork

TEL.0123-40-0300
恵　庭　店 恵庭市緑町2-3-7 TEL.0123-39-3002

賃貸仲介実績
「全国No.1」

千歳市千代田町6丁目11番地

不動産のピースHOME SWEET HOMEHOME SWEET HOME

日本管財サービス株式会社千歳市青葉8-3-1

担当/高倉☎24-0800
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡

沼ノ端・早来方面からの通勤も可能！

仕　事▶�施設の入退場警備�
（車両・人の入構許可証の確認及び発行手続き等）

資　格▶�車通勤出来る方、定年者の方も歓迎
時　間▶�0:00～24:00�

※6h勤務の4交代で月150～160hの勤務
勤　務▶�シフト制（年中無休）
給　与▶�無資格/時給950円〜 

施設警備1級/時給1,030円〜 
施設警備2級/時給980円〜 
別途資格手当有/施設警備1級8,000円　 
　　　　　　　 施設警備2級5,000円 
※試用期間2ヶ月有/時給950円

待　遇▶�社保完備、雇用保険、有給休暇、�
交通費規定支給（上限12,000円）、�
退職金制度有（条件有）、制服貸与、正社員登用有

勤務先▶�新千歳空港貨物ターミナル

施設警備を 施設警備を 
やってみませんか！やってみませんか！

★定年の方も歓迎！★定年の方も歓迎！

千歳 契 空港警備

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。

ショッピングモールのショッピングモールの
清掃スタッフ清掃スタッフ

未経験者歓迎！！

0120-03-6323
　080-2871-5294

千歳 パ 清掃

◆スーパーアークス長都店
時　間▶�平日/8:00～11:00、8:00～12:00�

日曜/7:00～12:00�
※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▶�①8:00～11:30　②14:30～19:30　�

※シフト制
勤　務▶�週5日程度

勤務日数 相談可！！

［正社員］ハウスアドバイザー
仕　事▶物件の案内・説明、契約に係る業務
時　間▶�9:30～18:30�※残業ほぼなし�
給　与▶�月172,000円〜
資　格▶�高卒以上、要普免、基本的なPC操作可能な

方、業界経験者歓迎、有資格者優遇�
休　日▶シフト制�※�月7日以上/年間105日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�

車通勤可、昇給制度有、賞与年1回、�
各種手当有（資格・役職）

AbleNetwork千歳駅前店

〒066-0062 千歳市千代田町6-11

株式会社平和恒産

お客様へのサービス向上と、
働く環境をさらにより良いものに

する為の募集です。

★�お客様からの「ありがとう」の言葉にやりがいを感じます。

●電話連絡の上、写真付き履歴書を郵送ください。
担当/小川☎0123-40-3000☎0123-40-3000

http://www.peace-room.co.jp

千歳 正 ハウスアドバイザー

千歳市休日夜間急病センター

☎0123-25-6131問い合わせ先

期　間▶�令和4年5月中旬～令和5年3月31日まで（1年毎に継続更新あり）
資　格▶�看護師・准看護師免許
給　与▶�看護師/時給2,200円　※22時〜翌5時/時給2,750円 

准看護師/時給2,100円　※22時〜翌5時/時給2,625円
時　間▶�【平日日勤】8:45～17:00�

【日曜・祝日・年末年始日勤】8:45～19:00�
【遅出】13:30～19:00�
【準夜勤】18:30～翌0:00�
【準深夜勤】18:30～翌7:30

休　日▶�4週8休
待　遇▶�各社保完備、期末手当、有給休暇、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶千歳市休日夜間急病センター�ささえーる（千歳市東雲町1丁目8番地の1）

応募の詳細について
は、千歳市ホームペー
ジの職員採用情報をご
覧ください▶

千歳市�職員採用情報

千歳市保健福祉部　救急医療課
(千歳市休日夜間急病センター)

千歳市東雲町 
1丁目8番地の1

募集期間 採用日

4/11月〆切 5月中旬

看護師
千歳市会計年度任用職員

募集‼︎ 週29時間勤務

★ダブルワーク可能‼︎

千歳 臨 看護師

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。

仕　事▶�半導体チップの外観検査（顕微鏡使用）
給　与▶�時給889円〜 

※ 作業着への着替え時間（1日につき15分相当）
別途支給いたします。

時　間▶�8:30～17:30（実働8h）
休　日▶�年間122日、土・日曜日、祝日�

（会社カレンダーによる）�
※祝日出勤数日有

資　格▶未経験者歓迎
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、制服貸与、車通勤可

㈱京都セミコンダクター 恵庭事業所
〒061-1405　恵庭市戸磯385-31

女性が活躍中の職場です♪女性が活躍中の職場です♪

担当/阿部・原☎34-3111

未経験者歓迎‼︎未経験者歓迎‼︎

ほとんどの方が 
未 経験から 
始めています★
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外観検査外観検査
スタッフスタッフ 募集‼募集‼

恵庭 パ 検査

栄養士・清掃栄養士・清掃 スタッフ 
募集

給　与▶�月給165,000〜230,000円 
★別途資格手当有

時　間▶�5:00～19:00の間で実働8h�
(早番・遅番交替制）

勤　務▶週40h（シフト制、週休2日）

◆管理栄養士・栄養士 《正社員》/恵庭市
◉我汝会えにわ病院

◆清掃 《パート》/恵庭市

給　与▶�時給900円
時　間▶�8:00～12:00
勤　務▶週3日～OK（シフト制）
休　日▶日曜、祝日

◉我汝会えにわ病院

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》/恵庭市
◉サッポロビール工場

給　与▶�時給920円
時　間▶�①8:00～17:00�②11:00～20:00�

③11:00～15:00�④16:00～20:00
休　日▶日曜、祝日、他
勤　務▶シフト制�※応相談

◆清掃 《フルタイム/パート》/札幌市
◉我汝会さっぽろ病院

JR苗穂駅隣接JR苗穂駅隣接
JR交通費全額支給JR交通費全額支給

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

☎0123-34-0740応 募

株式会社道央環境センター 恵庭市本町27番地

恵庭・その他 正管理栄養士・栄養士パ 清掃

仕　事▶�生活情報紙「ちゃんと」の折込・配布
資　格▶�年齢不問（健康な方）　★短期もOK
給　与▶�1部配布7.5円〜（ページ数により変動あり） 

＋チラシ折込手当＋増ページ手当+皆勤賞
勤　務▶�毎週木・金曜（週1～2日）
時　間▶�木曜/5:00～19:00　金曜/5:00～18:00�

の間で実働1～3h位（配布場所による）

年齢不問 短期OK

配布員配布員 募募
集集

島松本町２・３丁目

島松仲町３丁目

島松寿町１丁目

中島町４・６丁目

黄金南２・４丁目

北柏木町１丁目

有明町３・５・６丁目

大町１・２丁目

文京町４丁目

美咲野４・５・６丁目

和光町２丁目

みどり台南２・３丁目

長都駅前１・４丁目

勇舞４丁目

北光１・５・６丁目

北陽２・３丁目

富丘４丁目

稲穂２丁目

住吉３丁目

錦町１・２・３・４丁目

真々地１丁目

文京４・５・６丁目

恵
庭
市

千
歳
市

皆勤賞皆勤賞1ヶ月休まず�
がんばろう！

ああ
りり
‼︎‼︎

★�他の配布地域もございます。�
詳しくはお電話でご相談ください！

千歳市北斗�
4丁目13番20号 ☎0123-27-0911応募

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

自分のペースで
仕事が出来るよ！

配 布 員配 布 員

キャンペーン‼︎キャンペーン‼︎
のの 増員

※4月末 
 まで

◆面接に来てくれた方全員に◆面接に来てくれた方全員に

ティッシュ プレゼント！箱箱55

春春

お友達同士や親子での�
応募も大歓迎！

水曜日だけ！水曜日だけ！

配達員配達員（班長さん）（班長さん）

募集募集
「生活情報紙 ちゃんと」の配布員さんの自宅に 
荷物を届ける仕事です。

仕　事▶�「生活情報紙ちゃんと」の配布員さんの自宅に
荷物を届ける仕事です。

資　格▶�大きめの車をお持ちの方
給　与▶�月11,000円程度（配達件数による）
時　間▶�毎週水曜日の2～3h程度（担当軒数による）

【募集地域】 
恵庭市：柏陽・有明方面

千歳・恵庭 委 ポスティングスタッフ、配達員

（有）桑山緑化
■花苗生産・販売

担当/桑山☎33-8062
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

配達は2ｔ車で道央圏内です!!配達は2ｔ車で道央圏内です!!
体力に自信のある方・体を動かすことが好きな方体力に自信のある方・体を動かすことが好きな方

恵庭市中央525番地
（桑山農園）

仕　事▶花・野菜苗物出荷作業
給　与▶�時給920円
時　間▶�8:00～17:00の間で実働3～8h�
　　　　※12～13時は昼休憩

植物が好きな方大募集!植物が好きな方大募集!
給　与▶時給1,200円
時　間▶�8:00～17:00

◆ドライバー兼作業員

◆農作業員

資　格▶�要免許、マイカー通勤可
期　間▶�即日～6月中旬（通年も可、要相談）�

※試用期間1週間有
休　日▶週1～2日
待　遇▶�労災保険、雇用保険、社会保険、�

精勤・皆勤手当（20日以上）、繁忙期手当

共
通
項
目

恵庭 パ 農作業員、ドライバー兼作業員

未経験者歓迎

（株）道央養鶏 肥料センター 千歳市駒里�
2451-22�担当/石金☎0123-24-2810

まずはお気軽にお電話ください。 写真付き履歴書を郵送ください。

仕　事▶�発酵鶏糞肥料の�
製造、出荷及び電気設備機械のメンテナンス

資　格▶�未経験者歓迎、車通勤可能な方、�
電気設備の保全業務経験者歓迎

給　与▶�月給180,000〜240,000円 
※試用期間/日給9,000〜10,000円

時　間▶�8:00～17:00
休　日▶�土日、他、会社指定日
待　遇▶�各社保完備、車通勤可、�

交通費規定支給�
（月10,000円※試用期間1日/300円）

フォークリフト運転資格は 
入社後取得可能 

（取得費用補助有）

勤務開始日
応相談

期　間▶即日～5月末頃まで
仕　事▶発酵鶏糞肥料の出荷作業及び製造補助
資　格▶�フォークリフト運転資格保持者歓迎、�

未経験者歓迎
給　与▶�フォークリフト運転資格保持者/日給9,500円

未経験者/日給9,000円
時　間▶8:00～17:00
休　日▶�土、日
待　遇▶�車通勤可、�

交通費規定支給（1日/300円）

◆ 正社員◆ 短期アルバイト 急募！急募！
千歳 正 ア 製造・出荷


