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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

配管を流れているのは
水や空気だけではありません。

その管には私たちの情熱と信頼が流れています。
一緒に働く仲間を待っています。

株式会社髙橋管機工業 千歳市本町２丁目6 TEL：0123-23-2419

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

千歳市北陽1丁目2-1フードD365千歳店
担当/加々谷☎27-5370

仕　事▶ 簡単なお惣菜の調理、パック詰め
時　間▶ 8:00～12:00
給　与▶ 時給899円
勤　務▶週3～4日
待　遇▶ 雇用保険（勤務時間により加入）、 

有給休暇有、制服貸与

Qua ity & Discount

勤務日数・休日応相談!!
スタッフ募集！

◆デリカ

千歳 ア パ デリカ

スタッフ
募集！

ウェブサイトもご覧ください▼ 
※24時間365日応募受付OK!

仕　事▶ 入院病棟での看護師の補助業務 

（事務補助、電話対応、軽介助）

資　格▶ 高卒以上、資格不問、 

医療事務経験あれば尚可

給　与▶ 時給1,100円

時　間▶ 月・火・木・金/8:45～17：30 

水・土/8:45～12:45 

※時間・勤務日応相談

休　日▶日曜、祝日、年末年始

病棟クラーク 準職員

社会福祉士 正職員

仕　事▶患者様の相談や支援に係る業務全般

資　格▶ 社会福祉士資格、Excel・Wordの基本操作、 

社会福祉士の業務経験があれば尚可

給　与▶※詳細は面談にてお伝えします。

時　間▶ ①8:45～17:30　②8:45～12:45（水・土)

休　日▶シフト制

《共通項目》 
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

社会福祉士
病棟クラーク

（医）豊友会 千歳豊友会病院 Chitose Houyukai Hospital

〒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

 

https://www.foryou-hp.or.jp

未経験者も
応募可

千歳 正 社会福祉士準 病棟クラーク

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

給　与▶ ①時給900円　②時給930円

時　間▶ ①8:00～12:00　②18:00～22:00

勤　務▶ 週3日～OK（シフト制）

休　日▶日曜、祝日、他

◆①昼清掃　②夜清掃《パート》/恵庭市
◉我汝会えにわ病院

共通 
項目

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

☎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

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

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

◆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交通費全額支給

恵庭・その他 正管理栄養士・栄養士パ 清掃

時　間▶ 24:00～翌8:00
給　与▶ 時給900円 

※22時～翌5時/時給1,125円
勤　務▶ 週1日～　 ※応相談
待　遇▶  制服貸与、車通勤可、深夜割増有、 

社保・雇保完備、正社員登用の途有、 
福利厚生制度有 
（飲食店・カラオケ店等の特別割引優遇）
まずはお気軽にお電話ください。

担当/井上応募 ☎26-2096
セブンイレブン千歳北栄店
㈱いのうえ 千歳市北栄2丁目24-5

今回は…24:00～翌8:00の募集です！
◆ WワークOK! ◆ 週1日～OK!
◆ 週末のみOK!◆ 1日3h～OK!

千歳 ア パ 店内業務全般

正社員3職種募集!!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭市住吉町
2丁目1-3富士交通㈱
担当/金田一☎0123-33-6271

待　遇▶ 社保完備、試用期間3ヶ月有《共通項目》

トラック
乗務員

〈正社員〉 仕　事▶ トラックでの配送業務
時　間▶ 7:00～16:00 ※早出、時間外勤務有
勤　務▶ 週5～6日 ※シフト制
給　与▶ 4t/月24万円～ 

8tクレーン付き/月25万円～ 
11tクレーン付き/月26万円～

資　格▶ 中型免許以上

仕　事▶ ワゴンタクシーによる 
恵庭市内の送迎業務

時　間▶ 日勤/7:30～17:30（実働8h） 
給　与▶ 月給20万円～
資　格▶ 普通二種以上 

エコタク
乗務員

〈正社員〉

女性も
活躍できる!

仕　事▶ 送迎バスの運転業務
時　間▶ 6:30～20:00の間で実働8h
勤　務▶シフト制
給　与▶ 月給20～26万円（時間外含む）
資　格▶ 中型二種又は大型二種保持者

〈正社員〉

女性も
活躍できる!

マイクロバス
乗務員

恵庭 正 トラック乗務員、バス乗務員、エコタク乗務員

急 募 介護職員 週2日

服装自由利用者様急増のため増員募集！
あなたの力を貸してください！

時給950円～

恵庭市本町146
デイサービスおしゃべりサロン

仕　事▶ デイサービスでの業務全般（送迎、入浴介助、レク他）
資　格▶初任者研修修了以上（経験者優遇） 
給　与▶時給950円～ ※実務経験により決定
時　間▶  9:00～18:00 （休憩1h）
勤　務▶月～土の間で週2日 ※応相談
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給

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 介護職員

社会福祉法人追分あけぼの会 安平町追分
青葉1丁目102番地

資　格▶ 未経験者歓迎、無資格OK
給　与▶ 時給1,000～1,100円 ※夜勤手当/1回6,000円
時　間▶ 下記①②シフト制 

①6:45～20:00の間で実働7.75h（早・中・遅番） 
②夜勤/16:15～翌9:45 ※月5～6回程度

休　日▶ 月8～10日
勤務先▶追分陽光苑/安平町追分青葉1丁目102

【契】特別養護老人ホーム介護職員

☎0145-25-2233 担当/小林、木村
まずはお気軽にお電話ください。委細面談。 

【共通項目】
待　遇▶ 各社保完備、昇給年1回、交通費規定支給、 

車通勤可、有給休暇、退職金制度、他各種手当有

給　与▶ 時給1,000～1,100円 ※夜勤手当/1回4,000円 
時　間▶ 下記①②シフト制 

①6:45～21:15の間で実働7.75h 
②夜勤/ ⓐ22:45～翌7:30 ⓑ14:15～23:00 

※月5～6回程度
休　日▶ 月8～10日
勤務先▶ 早来陽光苑 

/安平町早来栄町164番地3丁目

【契】サテライト型特養介護職員

介護職員募集

勤務開始日 
応相談

安平 契 介護職員

デザイナー募集

仕　事▶「Q人ナビ」「ちゃんと」の紙面・広告制作
給　与▶ 月200,000円以上 ※経験により優遇
資　格▶ Illustrator・Photoshopの操作ができる方（InDesign使用できれば尚可） 

★Webの知識がある方尚可
時　間▶ 9:00～18:00（休憩100分） 

※月曜は若干の残業があります。
休　日▶日曜、他4週6休
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、昇給・賞与有（業績による）、諸手当有、 

車通勤可、試用期間1ヶ月位有

〒066-0073 千歳市北斗4丁目13-20

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

千歳 正 デザイナー

◆ 正社員

★ デザイン未経験者も 
応募可！

★ デザイン業務経験者 
大歓迎！

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-27-0911
採用担当/葉多埜・髙橋

ちゃんと 検索

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。

0120-03-6323
　080-2871-5294

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給889円
時　間▶ ①8:00～11:30 

②14:30～19:30 
※シフト制

勤　務▶ 週5日程度
待　遇▶ 労災保険、制服貸与、 

交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ ちとせモール/ 

千歳市勇舞8丁目1-1

◆ 未経験大歓迎！◆ ブランクある方もOK!
◆ 日数やお休み等ご相談ください♪

千歳 パ 清掃

電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

恵庭市牧場262-6
〒061-1421Ten-Man森のレストラン

受付/10～17時 
担当/杉井☎39-2051応募

期　間▶即日～11月下旬まで
仕　事▶ 接客、料理の提供、お会計、 

調理業務、食器洗浄等
資　格▶ 経験者・未経験歓迎、学生歓迎、高校生可
給　与▶ 時給1,000円 

高校生/時給950円～ 
（4～10月の土日祝は＋50円で時給
1,050円）

時　間▶ 9:00～17:00の間で3～7h（時間帯応相談）
勤　務▶ 週1～5日、1週間毎のシフト制 

（勤務日数応相談）
待　遇▶ 無料送迎バス有（JR恵庭駅から）、交通

費規定支給、車通勤可、食事補助制度有、 
制服貸与、労災保険、有給休暇制度有、 
65歳定年制

★JR恵庭駅から無料送迎バス有
★ ビュッフェスタイルのレストランです

スタッフ急募！

すぐに
働けます！

★ 難しい作業はなく未経験でも活躍できます

恵庭 ア パ ホールスタッフ、キッチンスタッフ

WEBで手軽に
おシゴト探し

検索ちゃんと 求人ナビ

毎週木曜日
更新中！

https://chanto.biz/qnavi/
「ちゃんと」紙面とWEBサイトのクロスメディアで求人募集が可能となります。 お問い合せは、求人ナビ編集部 ☎0123-27-2611まで

で求人広告が掲載できます5,500円税込WEBなら
1週間

WEB
https://chanto.biz/qnavi/ad/
TEL

27-2611
FAX

27-4911

★紙面の求人広告に出稿の場合は、WEBにも無料掲載致します！

申し込みは
コチラ




