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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

電力供給販売・設備
冷暖房機器販売・設備
住宅機器関連商品・ガレージ・物置・カーポート

営業
品目

〒061-1431恵庭市有明２丁目13-9

何かあったら…
すぐタケムラ

勤務先▶JR南千歳駅および近隣の駅
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▶ 8:30～15:45 ※実働6.5h
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

勤務先▶長沼町
期　間▶ 7月上旬～10月頃まで（変動有）
仕　事▶ イチゴの選別作業
資　格▶ 要普通自動車運転免許（通勤用）
給　与▶時給1,000円
時　間▶  8:00～15:00 (8:00～17:00も可)
勤　務▶ 週3～5日 ★柔軟に対応します。ご相談ください。
待　遇▶ 交通費規定支給

まずはお気軽にお電話ください。

千歳市弥生
2丁目5-1総合お手伝いサービス

090-7648-0534［担当］神馬

イチゴの選別スタッフ募集!!

20代～30代の
女性活躍中

軽作業なので働きやすい♪

その他 パ 選別作業

日曜日出勤できる方 
大歓迎！

北星病院医療法人社団 いずみ会
千歳市清流5丁目1-1

☎0123-24-1121
【担当/道下】

資　格▶医療施設等での勤務経験3年以上
給　与▶ 月給191,500円～（経験3年） 

※ 社会福祉士資格保持者は 
資格手当/月10,000円支給

時　間▶ 月～金/9:00～17:00 
土/9:00～12:30

休　日▶4週6休、正月夏期休暇
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤

可、制服貸与、昇給年1回、賞与年2回

北星病院
ソーシャルワーカー

募集！勤務開始日応相談

ホームページの 
LINE友だち追加からも応募OK

千歳 正 ソーシャルワーカー

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

ローソン自衛隊東千歳駐屯地店 千歳市祝梅1016

☎22-2241 ※委細は面談にて

新型コロナウイルスの感染予防対策をしています。

仕　事▶店内業務全般
資　格▶車通勤可能な方、ダブルワーク・シニア・学生可
時　間▶ ①14:00～23:00 ②17:00～23:00 

③18:00～23:00
給　与▶  時給960円 

※19:00～22:00までは時給1,000円 
※22:00～23:00までは時給1,200円

勤　務▶ 週2日～
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、社会保険有
勤務先▶ 陸上自衛隊東千歳駐屯地内 

（千歳市祝梅1016）

◆東千歳駐屯地内店舗
Wワーク、シニア、学生ＯＫ!!

駐屯地内のローソン
で働こう!!

普段は入れない場所で、ちょっと働いてみませんか？

お待ちして 
おります♪

千歳 パ 店内業務

◆恵庭工場（恵庭市恵南1番地）
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶ 6:00～15:00、9:00～18:00、 

18:00～翌3:00
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▶ 土日　※他工場指定の休日有
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

株式会社エフビーエス
〒061-1411　恵庭市恵南1番地恵庭工場

☎34-6866
まずはお気軽にお電話ください。

受付/9～17時 
担当/石橋

セブン-イレブン・ジャパン向けの 
パン生地製造をしている会社です。

スタッフ募集!
パン製造
★正社員登用制度有！ ★土日お休み！

恵庭 パ 製造

仕　事▶食器洗浄
時　間▶7:30～11:30 
給　与▶時給1,100円
勤　務▶週2日～OK
待　遇▶  社保完備（勤務による）、 

制服貸与、有給休暇
勤務先▶ 千歳市美々 新千歳空港 

国際線旅客ターミナルビル 4～8F

食器洗浄

ポルトム 
インターナショナル 
北海道

スタッフ募集!!

札幌市中央区北2条西2丁目26番地　道特会館5F
0120-278-088S・TEC株式会社 札幌営業所

時
給1,100円!!
未経験者
も大歓迎!

マイカー
通勤OK!

扶養内
勤務OK!

千歳 ア パ 食器洗浄

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の基本操作必須 

★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95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

千歳・その他 派 ①材料投入・機械操作 ②ユニットバスの組立等 ③製品検査・運搬作業

千歳市新富1丁目7-5 
平和ビル1F

☎22-7400【受付時間/9～16時】応 募

勤務先▶ 千歳市内及び近郊
仕　事▶ ①アパート・マンションの退居後の清掃 

②市内・官公庁等の日常清掃
資　格▶ 要普通免許 

※ ご自身で運転して現場へ移動できる方 
（軽自動車(AT)の社用車使用）

時　間▶9:00～16:00の間で実働3～6h
勤　務▶ 月～金の間で週2～5日
給　与▶ 時給900円
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給

時間・勤務日
応相談

扶養範囲内勤務可
千歳 ア パ ハウスクリーニング

ちゃんと 検索

Qua ity & Discount 恵庭市黄金南
6丁目10番地4

恵庭 パ お寿司、レジ

まずはお電話でお問い合わせください。
後日面接日をご相談させていただきます。 

担当/採用係☎39-5555

◆お寿司

◆レジ

給　与▶ 時給899円
勤　務▶ 日数・休日応相談
待　遇▶ 有給休暇、制服貸与、 

雇用保険、交通費規定支給

共通項目  日数・休日
応相談！

時　間▶ 8:00～13:00

時　間▶ 16:00～21:00

恵庭市柏木町 
4丁目9-18

けあビジョンホーム恵庭

けあビジョンホーム恵庭

けあビジョンホーム

恵庭市島松寿町 
2丁目12

けあビジョンホーム恵庭島松

けあビジョンホーム恵庭島松

資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶  時給930円 

※介護福祉士有資格者は時給980円
時　間▶ 7:15～16:15、10:00～19:00 

16:00～翌9:00　※パートは応相談
休　日▶ 応相談

☎0123-39-5550
 070-1391-6264 担当/永野

☎0123-36-0100
 070-1391-6264 担当/永野

登録ヘルパー同時募集！
・生活支援/時給1,150円　・身体介護/時給1,450円

資　格▶介護支援専門員（①は 経験者優遇）
給　与▶ ①月210,000～311,000円 

　(夜勤手当5回含む) 
②時給1,500円

時　間▶ 7:15～16:15、10:00～19:00 
16:00～翌9:00　※パートは応相談

休　日▶ 正社員/シフト制 
※年間休日110日　※パートは応相談

①介護支援専門員/正社員

②介護支援専門員/パート

訪問介護職員/パート

待　遇▶ 各社保完備(パートは雇用・労災保険)、交通費全額支給、車通勤可、昇給年1回、賞与年2回、有給休暇、資格取得
サポート制度、特定処遇改善加算、食事補助有、永年勤続表彰（5年経過表彰金＋5日連続休暇)

共通項目

ご希望の勤務先にお電話のうえ、面接時に写真付き履歴書をお持ちください。

一緒に働く元気な仲間を
募集します!

働く職員も幸せ。うわさ話、かげぐち禁止の職場を目指しています。

正 パ 介護支援専門員、介護員、看護師恵庭 正 パ 介護支援専門員パ 訪問介護


