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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

ハウスドゥ！恵庭駅前店
家・不動産 買取専門店

株式会社
北央商事 ■営業時間／9:00～18:00 

■定休日／土・日・祝日

0120-972-605
恵庭市緑町2丁目3-4 

★JR恵庭駅直結！通勤に便利です♪

医療法人社団 廣仁会 パート

恵庭駅皮膚科クリニック
勤務先▶ 恵庭市相生町1丁目8-1 いざりえ3F
仕　事▶ 受付・PC入力・レセプト業務、他
資　格▶ 医療事務経験者、医療事務資格保有者
時　間▶ 9:30～17:00（月・水・土）　9:30～19:00（火・金）
給　与▶ 時給900～950円
勤　務▶週3～4日程度
休　日▶ 木・日・祝、お盆、年末年始
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場有）

電話連絡の上、写真付き履歴書を郵送ください。 

☎011-207-1066 担当/小室
〒060-0063 
札幌市中央区南3条西2丁目1-1
H&Bプラザビル6F 廣仁会 医療法人社団

恵庭 パ 医療事務

仕　事▶ 朝食業務（完全セルフサービス)、館内巡回・
清掃、フロント・予約業務、売上管理、 
備品リネン発注業務

資　格▶未経験者歓迎、経験者優遇、要普通免許
給　与▶ 月198,500～250,000円 

※固定残業代40h/44,600～56,100円含む
時　間▶ ①5:30～14:30　②6:00～15:00 

③12:00～21:00　④14:00～23:00 
※シフト制

休　日▶原則週休2日制　※シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費全額支給、車通勤可、 

制服貸与、賞与年2回、有給休暇
勤務先▶ ピエス千歳S1/千歳市清水町1丁目、 

ピエス千歳S4/千歳市清水町4丁目
株式会社　アセットプランニング
☎011-233-2201

札幌市中央区大通西7丁目2-2〒060-0042
アセットプランニング大通ビル4F 担当/えびす

ホテルフロント・運営スタッフ募集

まずは写真付き履歴書を郵送ください。書類選考がございます。
残念ながら不採用の場合は、提出書類を返却いたします。

「スタッフみんなで作り上げる」ことを大切にしています。

千歳 正 ホテルフロント、運営

給　与▶ 月給350,000円～ 
（＋管理手当100,000円）

時　間▶  月木金/9:00～17:00 
火水/9:00～18:00 
土/9:00～12:00 
※残業ほぼなし

待　遇▶ 各社保完備、交通費全額支給、車通勤可
勤務先▶ 合同会社YAKUDACHI すずき薬局 

千歳市住吉3丁目16-11

【問合せ】 ☎0123-26-1200　担当/鈴木

写真付履歴書を
ご郵送ください。千歳市住吉3丁目16-11

合同会社 YAKUDACHI

薬 剤 師 急 募 !

異動・転勤 
なし！

千歳 正 薬剤師

千歳・その他 派 ①材料投入・機械操作②フィルム袋製造の機械OP、他③目視検査④検品・運搬

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-34-6969 担当/岡部

仕　事▶ 髪の施術全般、受付業務、店内清掃等
資　格▶ 経験者優遇
給　与▶ 正/月17万円　パ/時給900円
時　間▶ 9:00～19:00の間　※応相談
勤　務▶ パ/週3日以上　※シフト制
休　日▶ 毎週月・火曜日
待　遇▶各社保完備、賞与年2回（正社員のみ）、有給休暇

BlueMoon
有限会社ブルームーン　恵庭市黄金北3丁目8-5

働き方
ご相談ください

★従業員割引有
理美容スタッフ募集

恵庭 正 パ 理美容スタッフ

千歳市清水町3丁目4

電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-27-2700 受付/12～18時
担当/小西

仕　事▶ 接客・配膳等のホール業務及び、 
簡単な調理補助

給　与▶時給1,000円
時　間▶ 17:00～22:00の間で3～4h
勤　務▶ 週1日～OK
待　遇▶ 制服貸与

学生さん大歓迎！スタッフ募集！
千歳 ア パ 店内業務全般

◆札幌工場（恵庭市戸磯47-7）
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶ 9:00～18:00、22:00～翌7:00 

※時間前後要相談
給　与▶ 時給890円～+交通費規定支給 

※22:00～翌5:00/深夜手当有
休　日▶週2日　※シフト制
待　遇▶ 各種社会保険完備、 

有給休暇有、制服貸与、 
昇給有（人事考課による）、 
車通勤可、交通費規定支給

製造

株式会社エフビーエス
〒061-1405　恵庭市戸磯47-7札幌工場

☎31-0900
まずはお気軽にお電話ください。

受付/9～17時 
担当/原田・本間

パン

セブン-イレブンジャパン向けパンの 
製造をしている会社です。

スタッフ募集

パンが
良い匂い♪

恵庭 パ 製造

まずは、お気軽にお電話ください！

期　間▶6月上旬から11月上旬頃まで
仕　事▶ ブロッコリー収穫、農作業全般
資　格▶ 要普免、未経験者歓迎
給　与▶ 5:00～7:00/時給1,000円 

7:00～12:00/時給950円
時　間▶  5:00～12:00の間で応相談
休　日▶ 応相談
待　遇▶労災保険、車通勤可 

恵庭市南島松 
83番地奥田農園

090-6211-7939担当/奥田

勤務について 
相談に応じます♪

未経験者歓迎！

恵庭 パ 農作業

電話連絡の上、履歴書お持ちください。お気軽にお電話ください。

☎23-2010 受付/9時～16時

長期働きたい方募集! 
仕　事▶ 炊飯業務及び配送
資　格▶要普免
時　間▶6:00～16:00　※残業含
給　与▶ 月給170,000円 

＋諸手当35,000円（定額） 
総支給/205,000円

休　日▶月8～9日　※シフト制
待　遇▶ 各種社会保険完備　※いずれも詳細は面談にて。

㈱吉田商店 〒066-0037
千歳市新富3丁目9-2

ちとせライスセンター

40代・50代 
活躍中！

千歳 契 炊飯業務及び配送

まずはお気軽にお電話ください。面接は恵庭市内で行います。

仕　事▶ ホテルの客室清掃（バス・トイレ・洗面等水回り、
アメニティの補充、拭き上げ、掃除機かけ等）

資　格▶経験不問、経験者優遇、シニアも歓迎
給　与▶時給1,000円～
時　間▶9:00～15:00
勤　務▶週4～5日　※応相談
待　遇▶ 雇用・労災保険、制服貸与、 

交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ フェアフィールド・バイ・マリオット北海道えにわ

/恵庭市南島松817-18 
フェアフィールド・バイ・マリオット北海道長沼マオイの丘公園
/長沼町東10線南7

北見市東陵町120番地43
有限会社エイドクリーン

☎0157-22-7112
090-3462-5705 担当/野村

恵庭・長沼の道の駅隣接のホテルです！

新規オープンにつき

各10名清掃スタッフ募集
勤
務
先

◆フェアフィールド・バイ・マリオット北海道えにわ
◆フェアフィールド・バイ・マリオット北海道長沼マオイの丘公園

1,000円～
時 給

恵庭・その他 パ 清掃

医療法人社団 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 

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

☎27-1971お電話の上、写真付
履歴書を郵送ください。

【共通項目】
資　格▶ 看護師又は准看護師資格、59歳以下（定年を上限とするため）
休　日▶ 日曜・祝日、お盆、年末年始、他法人指定日　※パートは勤務日数応相談
待　遇▶ 社保完備（パートは雇用・労災保険)、交通費規定支給、試用期間3ヶ月

時　間▶ ①②9:00～13:00、14:30～18:30 
※希望を考慮したシフト制　※水土は9:00～13:00のみ

給　与▶時給1,250～1,450円

◆ パート

時　間▶ ①月火木金/9:00～13:00、14:30～18:30 
　水土/9:00～13:00 
②月火水金/9:00～13:00、14:30～18:30 
　木土/9:00～13:00

給　与▶月210,000～250,000円（精勤手当含む)

◆ 正社員

勤務先
①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
②髙橋整形外科リハビリテーションクリニック/千歳市長都駅前 3丁目1-13看護師 募 集

正社員
パート

★フィットネスジム 
　（ヨガ・ダンス）インストラクター

★医療クラーク
★看護助手 同時募集

千歳 正 パ 看護師

まずはお気軽にお電話ください！
主婦（夫）さん・学生さん・フリーターさん!! 大歓迎です!!

駒そば亭 千歳市柏台南1丁目
5-2（JR南千歳駅すぐ）

仕　事▶ ホール・厨房
時　間▶ 10:00～17:30の間で4～7h　 

※曜日により変動
勤　務▶週2日～　※応相談
資　格▶ 未経験者歓迎、土日働ける方歓迎
給　与▶ 時給900円～（試用期間3ヶ月/時給889円）
待　遇▶ 社保・雇用保険有、交通費規定支給、昇給有、

正社員登用有、有給休暇有、食事付、制服貸
与、車通勤可（無料駐車場有）

千歳市駒里
農業協同組合

☎40-8816 担当/中村・宮本
【受付時間/11:30～14:00を除く】

働き方
ご相談
ください。

美味しいまかない
あります。

千歳 パ ホール・厨房

仕　事▶ 機器を使用したエステ業務
資　格▶ 不問、エステ経験あれば尚可、 

店長候補のみ美容職経験3年以上
給　与▶ 正社員/月給260,000円～ 

店長候補/月給270,000～350,000円 
パート/時給1,000～1,400円

時　間▶  正社員/9:30～19:00、 
パート/9:30～14:30、14:00～19:00

休　日▶ 日曜日含む週休2日　※シフト制
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、昇給賞与有、共済会

〒066-0027 千歳市末広3丁目7-14　ラ・コール藤102

まずはお気軽にお電話ください。

エイジレスサロン EVERY
☎0123-25-8220 受付/9～21時

担当/吉田・ホウジ

OPEN予定‼5/11
千歳 正 パ エステ業務

仕　事▶  固定のお客様先の家事・ 
お手伝いサービス（1回2h以上）

資　格▶  家事が好きな方
給　与▶ 時給950円（実稼働時給）
勤務先▶ 千歳市・恵庭市・北広島市 

〒061-1406 恵庭市和光町4丁目7番15号

採用係0120-35-4549

衛生知識が身につく!

お気軽にお電話ください。 詳細は面談にて。

メリーさん（家事スタッフ）
自宅からお客様先へ直行直帰のお仕事です。

お客様係

仕　事▶ レンタル商品の交換及び、商品やサービスのお知らせを
するお仕事です。 （荷物はご自宅まで配送致します。） 
※4週に1回お仲間とのミーティングに参加 
　していただきます。受け持ち約30～100軒程度 
※応相談（実働2～5h程度/1日）

資　格▶ 普通自動車免許、人と会うのが好きな方
給　与▶  月14,000～35,000円 

※時給換算1,600～2,100円、歩合制
勤　務▶ 週1日コース
勤務先▶ 恵庭市内

子育て中のママさんも多数活躍中です!!
自宅から直行直帰スタイルです。

掃除スキルUPで 
自宅もキレイ！

千歳・恵庭・他 委 商品交換等ア 家事代行

仕　事▶整骨院での施術助手及び事務
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給890円
勤　務▶月～土曜日の中で5日間　※要相談
時　間▶8:30～12:00
待　遇▶交通規定支給、制服貸与、車通勤可

千歳 パ 施術助手、事務

千歳市幸町5丁目11-3　フォレストコーポ1階
ちとせ駅前整骨院

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎27-5150【受付/10～17時】
担当/小泉

笑顔の助手さん募集♪

未経験者歓迎！




