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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
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】

仕　事▶ 一般事務
資　格▶ 基本的なPCスキル（Excel・Word)、 

59歳まで（60歳定年の為)
給　与▶時給950円 ※試用期間3ヶ月/同条件
時　間▶  8:30～17:00 ※応相談
休　日▶ 土日祝、他
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇制度有、 

交通費規定支給、車通勤可、制服貸与
まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-32-2265
恵庭市北柏木町3-47ヤナセ製油(株)札幌営業所

一般事務募集
Excel・Word操作できればOK！

恵庭 パ 事務

期　間▶長期（3ヶ月毎の更新）
仕　事▶ 金属部品の目視検査や梱包等
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶時給1,020円
時　間▶ 8:30～17:00の間で実働5～7.5h ※応相談
休　日▶ 隔週土曜、日曜、他、会社カレンダーによる
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、有給休暇、昇給年1回
勤務先▶恵庭市戸磯

苫小牧市晴海町43-3

まずはお気軽に、お電話ください。

☎0144-55-4466
株式会社 トラスト

担当/川岸
派01-300948

すわっておシゴト♪
空いた時間を有効活用★

週3日～ 
勤務OK！

恵庭 派 検査・梱包

◆ラーメン泰我

時　間▶10:00～14:00、18:00～22:00
勤　務▶シフト制　※週3日程度

時　間▶ ①10:00～17:00 ②17:00～22:00 
③10:00～22:00の間で応相談 
※①～③で選択 
※ランチのみ、夕方のみも可

勤　務▶シフト制　※週1日～OK

◆らーめん一騎

仕　事▶注文受け、レジ、簡単な調理補助等
資　格▶未経験者歓迎、主婦（夫）・学生歓迎
給　与▶ 時給950円～　※土日祝は+50円
待　遇▶ 車通勤可、食事付き、昇給有

希望の店舗へお電話ください。

☎0123-23-7000千歳市花園3丁目7-18
らーめん一騎

☎0123-26-5567
千歳市朝日町3丁目17-2
ラーメン泰我

店内業務 
スタッフ

募 
集

扶養内勤務・WワークOK！
時給

50円UP！土日祝は

正社員登用制度有　月給220,000円～

共通項目

千歳 ア パ 店内業務

資　格▶ 下水道工事、法面工事等の経験が
ある方、ユンボ経験年数8年以上

給　与▶ 月給300,000円～

街道建設株式会社 〒061-1405
恵庭市戸磯76番地16

まずはお気軽にお電話ください。
（本社）☎0123-33-8100

（24時間） 090-8638-5842
応募

時　間▶ 8:00～17:00
休　日▶ 日曜日・悪天候時、GW・お盆・

正月（当社規定による）
待　遇▶ 諸手当有、社保有、 

退職金制度有、経験・年齢によ
り給与等考慮有

資　格▶ 要普免
給　与▶ 月給220,000円～

②土木作業員

①重機オペレーター

共通項目

恵庭 正 重機オペレーター、土木作業員

6ヶ月以上の長期勤務者は
6月・12月に一時金支給!!

時　間▶ 7:15～22:00（実働8h～応相談）
給　与▶ 時給1,080円～
資　格▶ 要大型免許、未経験者歓迎、 

※70歳定年雇用止め 
★これからも長く働きたい方大歓迎!!

勤　務▶週4日～応相談
待　遇▶交通費全額支給、社保完備

【受付/9～18時】
担当/松井☎27-4123応 募

千歳市柏台南2丁目2番5新千歳空港店

時間・日数
応相談

資格を活かして、楽しい旅のお手伝いしませんか？
送迎バスのドライバー（大型免許保持者）

交通費
全額支給

短期・長期どちらもOK 未経験者歓迎

60代

活躍中!!

70歳まで
働けます

50代

千歳 パ 送迎バスドライバー

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

勤務日は相談の上決定。

担当/古瀬☎22-0866
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許
時　間▶ 夜勤:例/18:00～翌5:00
勤　務▶4勤1休、もしくは週休2日
給　与▶ 完全歩合制 

4勤1休/月270,000円 
 週休2日/月230,000円 
※ 入社後1年間は給与保証有 
(当社規定による）

待　遇▶  各社保完備、入社祝金制度（10万円/
規定有）、制服貸与、退職金制度、車通
勤可（駐車場完備）

さわやか無線センター

★二種免許取得養成制度有!

選べる働き方｝週休2日
4勤1休

夜勤 
乗務員 
   募集！

★異業種からの転職者も歓迎します!

千歳 正 嘱 タクシー乗務員
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〒061-1364
恵庭市下島松221番地 やまかわファーム

担当/山川応募 090-8370-7442

期　間▶ 即日～10月下旬頃 
※応相談

仕　事▶大根の箱詰め、箱積み
資　格▶未経験者歓迎、性別不問
時　間▶ 8:00～15:00位（残業有） ※時間応相談
給　与▶時給950円 ※経験・能力による
勤　務▶週3日程度 ※日数・曜日応相談
待　遇▶労災保険、交通費規定支給、車通勤可、昇給有
応　募▶ まずはお気軽にお電話ください。 

面接時、写真付き履歴書をお持ちください。

950円

大根の箱詰めor箱積み
スタッフ募集

新鮮な大根のお土産付き♪

週3日程度で 
倉庫内のお仕事です。
8:30～の出勤を
ご希望の方は

お気軽にご相談ください。

時給

恵庭 パ 農作業

恵み野病院附属恵庭クリニック社会医療法人 北晨会

〒061-1409  恵庭市黄金南4丁目1-1

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をご郵送ください。担当/田中

☎0123-33-0011 〈受付〉
9～17時

看護師・准看護師
募集
資格を生かせる♬

夜勤
なし！

正 職 員

交代制にて祝日勤務有！
代休対応します！

仕　事▶ 主に血液透析看護業務
資　格▶ 看護師・准看護師免許、経験者優遇
給　与▶ 看護師/月217,500～316,000円 

准看護師/月183,900～272,200円
時　間▶ 月・水・金曜/8:15～17:00 

　　　　　 ※1h程度残業有（月5回程度） 
火・木曜/8:15～16:30 
土曜/8:15～12:00 ※2h程度残業有 
※シフト制、応相談

休　日▶ 日曜・祝日・他月2日、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、昇給年1回、賞与年2回、 

交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

恵庭 正 看護師、准看護師

千歳市美々新千歳空港ターミナルビル3F
レストランユック 新千歳空港店定山渓温泉

「鹿の湯」グループ

担当/田中☎0123-46-5830
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

【共通項目】
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・学生（高校生可）・シニア歓迎
勤　務▶週2～5日で希望日数ご相談ください。
待　遇▶ 交通費実費支給、賞与有（実績による）、 

食事手当支給、勤務実績により有給休暇有、昇給有

◆調理補助　★家庭での経験が生かせます
仕　事▶料理の仕込みや盛付等
時　間▶ 平日(一般)/10:00～19:30の間で実働4h～ 

平日(学生)/17:00～19:30 
土日祝(一般・学生)/10:00～20:00　※応相談

給　与▶ 一般/時給950～1,000円  
高校生/時給920円～　※経験・能力考慮

◆洗い場　★自動洗浄機があるので簡単業務
仕　事▶自動洗浄機を使用しての食器洗浄
時　間▶ 平日(一般)/12:00～16:00  

土日祝(一般・学生)/12:00～19:00　※応相談
給　与▶ 一般/時給930円～ 

高校生/時給910円～　※経験・能力考慮

調理補助・洗い場
スタッフ募集

平日のみ・土日のみ 
曜日固定OK！

テスト休みなど 
学業との両立OK！

主婦さんが多いので
ご家庭の都合や急なお休み等に

理解度が高い環境です

千歳 ア パ 調理補助、洗い場　

週1日～OK!勤務日数応相談!

恵庭市恵南63 隊員クラブ 南恵庭駐屯地店

仕　事▶ ホール業務と調理補助
資　格▶ 未経験者歓迎、学生歓迎
給　与▶ 時給890円～
時　間▶ 17:30～21:30
休　日▶  土日祝、お盆、年末年始
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、 

車通勤可 ★帰りの送迎応相談 
勤務先▶ はなの舞 南恵庭駐屯地店

 はなの舞
[担当]佐野☎33-3424

お気軽にお電話下さい。[受付]平日14～21時

扶養内勤務 
OK!

恵庭 ア ホール・調理補助

旭川市東8条6丁目4-1合同会社ハコビット

仕　事▶千歳・恵庭エリアのフードデリバリー
資　格▶未経験者歓迎、要普通免許、学生可
給　与▶日給10,000円 ※試用期間/時給920円
時　間▶11:00～22:00 ※実働10h、休憩1h
勤　務▶週1～2日
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可、日払い可
勤務先▶千歳・恵庭市内
応　募▶ 電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちく

ださい。面接はお住まいの地域で行います。

090-5072-6525 担当/伊藤
【受付/10～22時】

フードデリバリードライバー
専用アプリでお仕事を受注♪
社用車使用のため自家用車不要！

千歳・恵庭 ア ドライバー

【共通項目】
給　与▶時給1,000円
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇、土日祝勤務可能な方歓迎
待　遇▶ 雇用・労災保険、時間により社保加入、制服貸与、 

交通費全額支給

◆新千歳空港内施設清掃(ゴミ回収及び床面清掃） 
★性別不問
時　間▶12:30～21:00（実働7.5h）
勤　務▶月22～23日程度 
◆新千歳空港内施設清掃(ゴミ回収及びトイレ清掃） 
★業務の特性上、女性歓迎
時　間▶ ①12:30～21:00（実働7.5h）  

②17:00～21:00（実働4h） 
※①②選択可、組み合わせも可

勤　務▶ 月22～23日程度 
※①②を組み合わせて月15～20日程度の勤務も可 

◆新千歳空港内施設清掃(トイレ清掃メイン） 
★業務の特性上、女性歓迎
時　間▶8:00～11:30（実働3.5h）
勤　務▶月15～20日程度

☎011-271-1749【札幌事業部】担当/三浦
千歳市柏台南1丁目3番1
（千歳アルカディア・プラザ3F）

千歳
営業所

千歳 パ 清掃

清掃スタッフ募集！

仕　事▶ ⓐ馬が別棟にいる間に、敷いてあるワラを取
　り替える作業 
ⓑエサが入っている器の洗浄 
ⓒ厩舎および厩舎周辺の掃き掃除 
※ⓐ～ⓒを3～4人で分担

時　間▶ 6:00～9:00（実働3h）、6:00～16:30(実働8h) 
※ 勤務地によって就業時間が異なる場合が
ございます。

給　与▶ 時給1,000円
勤　務▶ 週5日または週6日　※選択可
休　日▶ ［週5日勤務］週休2日制（日曜、他1日） 

［週6日勤務］日曜定休、夏季・冬季休暇
待　遇▶ 労災保険、車通勤可、交通費規定支給、 

夏季・冬季ミニボーナス有、忘年会等のイベ
ント有、定期健康診断、食堂利用可

勤務先▶ ノーザンファーム早来/（勇払郡安平町早来源武275） 
ノーザンファーム空港/（苫小牧市美沢114-2）勇払郡安平町早来源武275

0120-15-1143
行こう！ いいホース

応 募

面接日は相談の上決定します。まずはご連絡ください！

牧場作業
スタッフ募集!!

《週5日 or 週6日 働き方選べます！》

千歳駅から約25分
沼ノ端駅から約20分

職場見学
まずは

してみませんか？

★ WワークOK！
★   年2回ミニ 
ボーナス支給

その他 パ 牧場作業

仕　事▶看護業務全般及び介護業務
資　格▶看護師免許、経験者優遇、要普免
給　与▶月給220,000円～ ※試用期間6ヶ月/同条件
時　間▶ 7:00～16:00、8:30～17:30 

10:30～19:30（実働8h）

仕　事▶ 施設の介護計画作成に係る業務及び、介護業務
資　格▶ 介護支援専門員、未経験者歓迎、経験者優遇、

要普免
給　与▶ 月給195,000～210,000円 

※試用期間6ヶ月/同条件
時　間▶ 7:00～16:00、8:30～17:30 

10:30～19:30（実働8h） 
17:00～翌9:00（実働14h）

休　日▶シフト制（月8日程度）
勤　務▶②勤務形態、相談に応じます。
待　遇▶ 各社保険完備、昇給年1回、交通費規定支給、 

車通勤可

正社員共通項目

のりこハウス 恵庭市駒場町 
6丁目1-1

勤　務▶日数は応相談
資　格▶未経験者歓迎、経験者優遇　※②のみ要普免
待　遇▶  各社保完備、昇給年1回、交通費規定支給、車通勤可 

※正社員登用有

仕　事▶調理に係る業務を担当
給　与▶時給889円 ※試用期間6ヶ月/同条件
休　日▶シフト制（月8日程度）
時　間▶8:30～17:30（実働8h）　※応相談

仕　事▶ ① 認知症、高齢者へ食事作り・食事介護、 
入浴、排泄、介護業務全般

　　　　② 通所、宿泊、訪問サービスに必要な送迎、 
食事介護、入浴、排泄、介護業務全般

給　与▶ 時給989円 ※試用期間6ヶ月/同条件 
※夜勤手当有（5,000円/回）

時　間▶ 7:00～16:00、8:30～17:30 
10:30～19:30（実働8h） 
17:00～翌9:00（実働14h）

パート共通項目

勤務先 ①グループホームのりこハウス 
②小規模多機能施設のりこハウス

恵庭 正 計画作成担当・介護スタッフ、看護師 パ 介護スタッフ・調理スタッフ

☎0123-35-2117【担当】柳谷【受付】9～17時

計画作成担当者兼介護スタッフ(正社員)/勤務先①・② 介護スタッフ(パート)/勤務先①・②

看護師(正社員)/勤務先②
調理スタッフ(パート)/勤務先②

 

 

 


