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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】

web

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

仕　事▶ 新聞社支局内での日常清掃 
※時間内に終了できる、難しくない作業ばかりです。

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給900円
時　間▶7:00～10:00の間で実働2h
勤　務▶月・水・金　※祝日の場合振替
休　日▶火・木・土・日・祝、GW、年末年始
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ 北海道新聞社 千歳支局/千歳市東雲町2丁目15

札幌市清田区真栄4条1丁目2-1 2F

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
受付/9～17時
担当/佐藤☎011-807-0327

株式会社　オアシスplus

清掃スタッフ募集♪

シニア世代 
歓迎 
します！

千歳 パ 清掃

 仕　事▶管理・収穫・選別等の農作業
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給900円～※試用期間/同条件
時　間▶ 8:30または9:00～13:00または16:00 

※応相談
休　日▶ 土曜日 ※応相談
勤　務▶ 週2～6日 ※応相談
期　間▶ 4月中旬～10月末頃まで
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、車通勤可

恵庭市下島松627

まずはお気軽にお電話ください。 担当/寺澤

090-3112-4089
寺澤農園

［受付時間］
9:00～19:00

未経験者歓迎!!
勤務時間・働き方等ご相談ください

Wワーク
OK

恵庭 パ 農作業

仕　事▶レセプト業務全般
資　格▶カルテ入力経験者、経験者優遇
給　与▶時給1,000円
時　間▶ 8:30～18:00の間で実働8h 

※昼休憩2h
休　日▶日、祝
待　遇▶ 雇用保険、労災保険、 

交通費規定支給、制服貸与

福原医院 〒061-1351
恵庭市島松東町3丁目1-15

 電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

担当/生
しょうげんじ

源寺
【受付/8:30～17:00】☎36-8029

経験者を歓迎します♪

正職員への 
登用も有

恵庭 パ 医療事務

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▶ 土・日・祝　※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！

平日限定パート募集

学生
歓迎

千歳 パ 販売スタッフ

◆扶養内勤務もOK‼　◆フリーターも歓迎‼
◆ランチのみ、ディナーのみ等、シフトは応相談！
給　与▶  時給900円～ ※高校生/時給889円～ 

※試用期間1～3ヶ月有/時給889円
時　間▶ 10:30～20:30の間でシフト制 

例）11:00～14:00、17:00～20:00等
勤　務▶週1日～OK
待　遇▶ 交通費規定支給、昇給有、制服貸与、正社員登用制度有

☎46-2221応募

かまど円山 新千歳空港店
千歳市美々新千歳空港ターミナルビル3F

担当/さいとう

ホール・キッチン
スタッフ 募集

千歳 ア ホール、キッチン

★30～50代 みんな元気に頑張っています！

千歳市青葉5丁目6-10ホテル サブリナ

まずはお電話ください。☎26-7730

仕　事▶客室清掃･備品補充等
給　与▶ 時給889円 ★昇給有  

※22時以降深夜割増有
時　間▶ 【早番】土日/9:00～15:00 

【遅番】 日/17:00～24:00 
月火水/18:00～24:00

勤　務▶ 【遅番】日曜を含む週3～4日
待　遇▶ 車通勤可、エプロン貸与、 

労災保険有、昇給有、 
雇用保険有（条件有）

扶養内勤務
可能！

時間 日数 Wワークご相談 ください!

千歳 パ 清掃

仕　事▶バス・トラック用リトレッドタイヤの製造
資　格▶ 35歳まで（若年層のキャリア形成を図るため)、 

未経験者歓迎、要普通自動車免許
給　与▶月給177,000～241,700円
時　間▶ 8:00～16:45、16:15～翌1:00 

※いずれも実働7.75h　※シフト制

仕　事▶ トラックにて使用済みタイヤを回収、リトレッド
タイヤ製品の納品

資　格▶ 38歳まで(若年層のキャリア形成を図るため）、 
未経験者歓迎、要普通自動車免許、 
大型自動車免許保持者大歓迎

給　与▶月給185,400～222,400円
時　間▶ 8:00～16:45　※実働7.75h

千歳市上長都1044-1 

電話の上、写真付き履歴書をお持ちください。

◆ リトレッドタイヤの配送・回収業務

◆ 製造スタッフ

ブリヂストンBRM株式会社千歳事業所
☎0123-23-1171 受付/8～17時 

採用担当

一緒に頑張りましょう！
★年間休日120日　お休み充実

休　日▶ シフト制　※当社カレンダーによる　※年間休日120日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、食事補助有、有給休暇

《共通項目》

未経験者 
大歓迎！

千歳 正 製造、配送・回収

増員募集!!
★ 経験者は経験により優遇!!
★ 未経験で異業種から転職する方も歓迎!!

トレーラー運転手

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。
★面接は千歳営業所にて行います。

☎0123-28-2013 担当/採用係

千歳市泉沢
1007-158北宝運輸㈱千歳営業所

仕　事▶ 原木・製材・合板・アスファルト等を 
運搬する業務

資　格▶大型自動車免許、けん引免許
給　与▶月300,000円～
時　間▶ 8:00～16:20（休憩1h） 

※業務内容により異なります。
休　日▶ 日祝他（月6～9日）、GW、 

お盆、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、賞与年2回、制服貸与、 

交通費規定支給、車通勤可、 
退職金制度有、試用期間3ヶ月

◆トレーラー運転手

千歳 正 トレーラー運転手

子ども達が元気に楽しく遊べるお手伝いをするお仕事です。

株式会社アメック
恵庭営業所

〒061-1374 恵庭市恵み野北3丁目1-1
恵庭リサーチ・ビジネスパーク E-204

■トータルビルメンテナンス運営管理まずはお気軽にお電話ください。
☎011-205-1471 採用担当者

子ども好きな方、大歓迎です！

フルタイムパート
勤務先▶ えにわファミリーガーデン「りりあ」 

（恵庭市南島松828番地）
仕　事▶ 子どもたちへの声かけ、見守り等、入退場受付、

利用方法の説明、遊具の清掃・消毒
給　与▶時給900円

施設運営スタッフ募集！
えにわファミリーガーデン「りりあ」

男女ともに
活躍できます♪

時　間▶  9:00～17:00（実働7h）
勤　務▶ 土日祝を含む週３～5日（シフト制）
休　日▶ 週休2日（シフト制）
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

車通勤可（当社規定による）、 
制服貸与

恵庭 パ 施設運営スタッフ

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

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）

◆ 正社員も同時募集中！ 
写真付き履歴書ご郵送ください◆短期アルバイト

急募！

千歳 ア 製造・出荷

未経験者
歓迎！

★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）

（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。

勤務先▶ 恵庭市恵南17-1
資　格▶60歳以上の方も歓迎 
仕　事▶ 階段・廊下・会議室・休憩室・男女トイレ他

共用部分の日常清掃全般
給　与▶時給900円
時　間▶  11:00～14:00（実働3h） 
休　日▶ 土日祝 ※勤務先カレンダーに準ずる
待　遇▶ 各社保完備（規定による）、車通勤可（無料

駐車場あり）、交通費規定支給、制服貸与、
有給休暇

〒060-0003 札幌市中央区北３条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル
石井ビル管理㈱札幌営業所

まずはお電話かメールにてご連絡の上、写真付履歴書を
お持ちください。面接は勤務先で行います。

☎011-221-6514 担当/採用係

60歳以上
の方も

isisapp@rapid.ocn.ne.jp

歓迎!!

安定企業での日常清掃スタッフ!!
恵庭 パ 日常清掃

仕　事▶ 外来での看護業務全般
資　格▶ 看護師免許
時　間▶ 平日/8:40～17:15 

第1・3・5土曜/8:40～12:15 
※当直（16:45～翌9:00） 
　月に2回程度有

給　与▶ 月217,500～316,000円 
（各種手当含む）+当直手当、残業手当

休　日▶ 日曜、祝日、第2・4土曜、他月に1日休み有

仕　事▶ 患者移送、案内、検体運搬、リネン交換、 
物品補充、食事介助等

資　格▶不問
時　間▶ 日勤/8:40～17:15 

夜勤/16:40～翌9:15 
※夜勤月に4回程度有

給　与▶ 月154,300～200,000円 
（各種手当含む）+夜勤手当、残業手当

休　日▶ シフト制（年間121日）日勤のみも相談可能です！

〒061-1395
恵庭市恵み野西2丁目3-5

社会医療法人 北晨会

恵み野病院
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-36-7555 受付/9～17時
担当/看護部長 佐藤

正職員募集
恵み野病院社会医療法人 北晨会

外来看護師 病棟看護助手

待　遇▶ 各社保完備、賞与年2回（昨年度実績3.95ヶ月分）、 
退職金制度（3年以上勤務者）、通勤手当（上限45,000円）、 
昇給有、リフレッシュ休暇有、車通勤可

共通
項目

24時間対応の院内保育所有!  
子育て世代も安心して働けます。

恵庭 正 看護師、看護助手

登録制の
お仕事です!
★登録期間1年
★継続更新可能
★性別・年齢不問

時
給 円～950

千歳 パ 農作業、収穫作業

千歳営農センター営農振興課
〒066-0035 千歳市高台5丁目1-15

仕　事▶ 千歳市内の農家での農作業､
収穫作業

資　格▶ 健康で体力に自信のある方、
車通勤可能な方

給　与▶基本時給950円～
時　間▶ 8:00～17:00 

（作業状況で若干の変更有）
期　間▶ 10月下旬頃まで 

（12～2月休み）
休　日▶ 詳細は登録時にて 

（週2～3日の勤務でもOK）
待　遇▶ 労災保険有､交通費規定支給 

（1日350～600円）
勤務先▶千歳市内の農家

申込連絡の際、登録日をお知らせします。履歴書は不要です。

☎0123-23-5600 担当/
阿部・半澤

（受付時間 月～金 10:00～16:00）

スタッフ募集!
健康で体を動かすのが好きな方にぴったりなお仕事です♪

農 作 業 収 穫 作 業

千歳市上長都939-20 　★JR長都駅より徒歩5分
㈱北潤ボトリング

■FSSC22000認証取得工場　■セコマグループ
ホクジュン

期　間▶2ヶ月程度
仕　事▶飲料製造でのフォークリフト作業
資　格▶ フォークリフト免許 

※実務経験あれば尚可
時　間▶ 8:30～17:30の間で5h程度 

※応相談
給　与▶時給1,000円 
休　日▶ 日・祝・他、工場カレンダーによる
待　遇▶ 雇用保険、労災保険、制服貸与、 

ヘルメット貸与、交通費規定支給、 
車通勤可

☎0123-27-3838 担当/青山

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

千歳 ア 清涼飲料製造作業


