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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】

（医）三上内科呼吸器科クリニック
〒066-0021 千歳市東郊1丁目4-18 東郊メディカル1F

仕　事▶�内科診療所での受付及び�
レセプト請求事務

資　格▶�医療事務有資格者（レセプト請求
資格等）、経験者優遇、40歳まで
（若年層キャリア形成の為）

時　間▶�①9:00～18:30（月・火・水・金）�
②9:00～13:00（木・土）

給　与▶�月160,000〜200,000円
勤　務▶�4週5休�（月1回土曜休み）
休　日▶日・祝、お盆、年末年始他
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、車通勤

可、賞与有、退職金制度有
応　募▶�履歴書（写真付）をご郵送ください。�

後日面接についてご連絡致します。

医療事務医療事務
開始時期応相談♪

まずはお電話ください。

受付�
9～18時☎0123-40-0350

千歳 正 医療事務

正
職
員

経
験
者
歓
迎
!!

電話連絡の上、写真付履歴書を送付ください。
電話の際は、「Q人ナビをみた」とお伝えください。

美容師ママ
さん

〈CEPホールディングス㈱〉 0120-04-3933
美容室 Just Cut 花園店・恵庭店

資　格▶�美容師免許
仕　事▶�サロン業務全般（カット・カラー・パーマ他）
時　間▶�8:30～17:00の間で応相談
休　日▶�定休日（日・祝）、その他シフト制
給　与▶�スターティング時給1,200円（入社から3ヶ月間）

3ヶ月後から保証給＋歩合給 
例）月8万円前後（週2〜3日勤務、実働6h/日）

待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可（無料P有）
勤務先▶�美容室�Just�Cut�花園店もしくは恵庭店

主婦の味方！曜日、時間など働き方ご相談ください！
希望収入に合わせて働けます。お知らせください。

<花園店>�〒066-0028�千歳市花園1丁目3-10
<恵庭店>�〒061-1448�恵庭市相生町1-5-20

1,200円
スターティング時給

扶養内OK

残業なし

急募

車通勤可（駐車場会社負担）

千歳・恵庭 ア パ 美容師

〈受付/平日�9:00～16:00〉

仕　事▶�お弁当の調理及び配達�
配達エリア/千歳及び近郊

資　格▶未経験者歓迎、要普通自動車免許
給　与▶時給920円
時　間▶�10:00～14:30�

※状況により変動の可能性有
勤　務▶月・火・水
待　遇▶交通費規定支給

千歳市勇舞�
8丁目4-10結工房

 090-1381-3355まずはお気軽に 
お電話ください。

調理 配達
スタッフ募 集!!スタッフ募 集!!

レシピ通りに調理するだけ！レシピ通りに調理するだけ！
難しい調理はありません！難しい調理はありません！

未経験者 
   歓迎！

千歳 パ 調理・配達

千歳市美々新千歳空港内ターミナル�アネックスビル1階
東京美装北海道 ㈱千歳支店

応
募

☎0123-24-3771平日

090-9753-1547土日

給　与▶時給898円
時　間▶�8:00～12:00　※実働4h
休　日▶土・日曜、祝日
待　遇▶�雇用保険加入、制服貸与、�

交通費規定支給

◆ 恵望園/恵庭市柏木町

清掃スタッフ清掃スタッフ募募

集集

資　格▶公共交通機関による通勤ができる方
給　与▶時給898円
時　間▶�7:00～15:00　※実働7h
休　日▶週休2日
待　遇▶��社保完備、�

制服貸与、交通費規定支給

◆ 新千歳空港/千歳市美々

未経験者大歓迎

千歳・恵庭 パ 清掃

［パート］介護職員
資　格▶�無資格OK（介護職員初任者研修修了、介護福祉士資格あれば優遇）
給　与▶�介護福祉士/時給1,200円〜 

初任者研修修了/時給900円〜 
無資格・未経験者/時給890円〜

時　間▶�［日勤］①7:00～16:00�②9:00～18:00�③10:30～19:30�
［夜勤］④18:00～翌9:00��
★すべてのシフトに入れなくてもOK！�
　日勤のみ・夜勤専従等、幅広くご対応致します。

休　日▶�シフト制
待　遇▶�社保完備（勤務による）、昇給有、交通費規定支給、有給休暇

（100%消化可能）、車通勤可（無料駐車場有）、処遇改善加
算手当（年2回支給）、正社員登用制度有

軽介助のみのグループハウスでのお仕事もあります。時給890円〜
お気軽にお問い合わせください。

㈱サンボウグループホーム ぬくもりの里 千歳市住吉４丁目８番１４号

夜勤帯≪夕〜翌朝のケア≫
夕食の片付け、
就寝準備手伝い、 
夜間の見守り・ケア、
朝食準備等

お買い物・
医療施設受診同行、
身体ケア、
食事・入浴介助、
食事の調理、
お話し相手等

日勤帯≪生活サポート≫

のあるケアに携わって
くれる仲間を募集
します♪
無資格の方を全力サポート! 無資格の方を全力サポート! 
働きながら資格取得を目指す新規職員に対し、働きながら資格取得を目指す新規職員に対し、
初任者研修費用全額負担初任者研修費用全額負担しちゃいます!しちゃいます!

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。
受付/9～18時（人事担当直通）090-3399-5886

ぬくもり
千歳 パ 介護

札幌市東区北34条東20丁目5番11号三好梱包商事㈲ 派遣事業部 一般労働者派遣事業(派01-301226)

給　与▶�時給1,440円　※工場経験者優遇
時　間▶�8:00～17:00　※実働8h
休　日▶�土日祝、お盆休暇（8/13～8/21）、�

年末年始（12/29～1/4）、GW
待　遇▶�各社保完備、有給休暇制度、�

制服貸与、交通費規定支給
勤務先▶�千歳市上長都　第3工業団地

（千歳事業所） ☎︎0123-22-4368
お電話の上、面接時に写真付履歴書をお持ちください。 ☎011-787-3443（札幌本社）

 miyoshi-konpou-3443@m7.dion.ne.jp

派遣スタッフ派遣スタッフ ①製造・農業機械組み立て
②製造・機械加工

各20〜30名各20〜30名大増員募集大増員募集
ご応募

お待ちして
います！

千歳 派 ①製造・機械組み立て ②製造・機械加工

資　格▶自力通勤可能な方
時　間▶5:30～20:30の間で実働8h（シフト制）
給　与▶�時給1,000円〜

期　間▶�12月末まで、もしくは翌3月末まで�※長期も応相談
時　間▶�ⓐ9:00～18:00�ⓑ9:00～13:30�ⓒ13：30～18：00

※自力通勤、その他の時間帯も応相談
給　与▶�時給920円〜

★未経験者歓迎！

正社員正社員 募募
集集パートパート

恵庭市
北柏木町3-89㈱堀川 北海道事業部

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をご郵送ください。

☎0123-32-3221 総務・経理課

仕　事▶機械作業にて、加熱・整形加工、力仕事もあります。
時　間▶5:30～20:30の間で実働8h（シフト制）
給　与▶�月給165,000円〜

仕　事▶決まったルート営業になります。
時　間▶8:30～17:30
給　与▶�月給185,000円〜

恵庭 正 食品製造、営業パ 生産補助、製造業務

◆ 営業職/正社員

《正社員共通項目》

《パート共通項目》

◆ 食品製造職/正社員

資　格▶要普通免許�（自力通勤可能な方）
休　日▶�4週8休（シフト制）�※生産状況により増減有
待　遇▶�有給休暇、賞与年2回、昇給有、社保完備、車通勤可（駐

車場無料）、交通費規定支給、白衣貸与（靴代自己負担）

◆ 生産補助（包装・箱詰等）/パート

◆ 製造業務/パート

休　日▶�4週8休（シフト制）�※生産状況により増減有
待　遇▶�社保完備、車通勤可（駐車場無料）、交通費規定支給、

白衣貸与（靴代自己負担）�
【生産補助のみ】恵庭市内送迎バス有�
【長期のみ】有給休暇、賞与年2回、昇給有

短期

長期

《共通項目》
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶�時給960円 

※9時前と18時以降は時給1,090円
休　日▶月9日程度
待　遇▶�各社保完備、有給休暇制度、交通費規定

支給、制服貸与、車通勤可、社員割引有、�
昇給・賞与有（業績による）

未経験者歓迎!!

仕　事▶�店舗へ商品の運搬等、検品、日付管理
時　間▶�6:40～19:30�※実働7.5h、シフト制
勤務先▶空港内物流倉庫

仕　事▶�接客、レジ業務、品出し、陳列、清掃業務等
時　間▶�6:40～21:30�※実働7.5ｈ、シフト制�

例/6:40～15:10、13:00～21:30
勤務先▶空港内店舗

販売スタッフ

商品管理スタッフ

ANAグループの会社です。ANAグループの会社です。

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-45-6800
受付/9:00～17:00　担当/大盛・滝野沢

スタッフ募集スタッフ募集!!

販売販売
商品管理商品管理

新千歳空港店で新千歳空港店で
一緒にお仕事 一緒にお仕事 
しませんか!しませんか!

千歳市美々
新千歳空港内

千歳 ア パ 販売・商品管理スタッフ

090-2054-2165 【受付/9〜18時】
担当/南

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

あなたの適正に合ったお仕事がいろいろあります♪

午前午前のみのみ・・午後午後のみのみ等等

千歳市中央539-7みなみ農園

仕　事▶�野菜の収穫・選別、配送、直売所での接客販売等
期　間▶�即日～10月末頃
給　与▶�時給900円〜 （試用期間有/時給889円）
時　間▶�8:00～17:00の間で応相談�

※短時間も可�応相談
勤　務▶週2日～
資　格▶�車通勤できる方
待　遇▶交通費規定支給、労災保険

都合に合わせて都合に合わせてお仕事できますお仕事できます！！
短時間OK!短時間OK! 即日勤務OK!即日勤務OK!

子育て中の方も 子育て中の方も 
歓迎！歓迎！

千歳 ア パ 農作業

千歳市泉沢1007
（TAA構内）

仕　事▶�構内の中古車の拭き上げ、車両移動、
スマホでの写真撮影、PC入力作業

資　格▶�要普免(AT限定可)、未経験者歓迎
給　与▶�時給920円〜
時　間▶�9:00～17:45�※残業有
休　日▶�週2日（日・他1日、TAAカレンダーによる）�

★夏休み、年末年始、長期休暇有
勤　務▶�週3日～OK�※日数応相談
待　遇▶�各社保完備（勤務時間による）、�

交通費規定支給、昇給有
勤務先▶�千歳市泉沢1007�(TAA構内)

接客接客なしなし
★★長期休暇充実!!長期休暇充実!!

まずはお気軽にお電話ください。
受付/9～18時
担当/水野 080-6061-8482

99.9%99.9% 考慮 !考慮 !
シフト希シフト希望望 急なお休み急なお休みにも にも 

対応可 !対応可 !

ノーストランス㈱

未経験者大歓迎 !未経験者大歓迎 !

千歳 ア パ 構内作業スタッフ

まずはお気軽にお電話ください。

(株)エースランドリー
〒061-3244�石狩市新港南1丁目19-52

仕　事▶�店舗でクリーニング品の集配業務を行い、�
工場へ持ち帰るルート集配のお仕事です。

資　格▶�未経験者歓迎　※要普通免許
給　与▶�時給1,100円　※研修期間50h/時給950円
時　間▶9:00～18:00（実働8h）
休　日▶水曜（定休日）
待　遇▶�雇用保険、労災保険、有給休暇制度、�

交通費規定支給、制服貸与、車通勤可
勤務先▶ぴよちゃんクリーニング　恵庭工場

［受付］9～18時�
［担当］佐藤・加藤 0120-022-040

店舗と工場までの

集配業務集配業務1,1001,100円円
時時
給給

未経験者 未経験者 
 歓迎 ! 歓迎 !

恵庭 ア パ 集配業務

担当/湊谷
(ミナトヤ)☎0123-25-2211

お気軽にお電話ください。全員と面接致します。

仕　事▶�従業員食堂における調理全般を担当し
て頂きます。（食材の準備・調理・盛り付
け・料理の提供など）�
※昼40食、夜20食程度です。

給　与▶�時給1,000円
時　間▶8:30～17:30（実働8h程度）
休　日▶月8～10日、シフト制
待　遇▶�各社保完備、送迎有、制服貸与

［パ］従業員食堂スタッフ

●寮完備 ●従業員食堂 ●グループ施設割引 
●社外宿泊施設補助 ●家族・教育手当 ●産休・育休等

福利厚生充実

仕　事▶�水の謌内レストランでのご案内・下げ膳等
資　格▶�64歳以下（定年雇止めの為）
給　与▶�月197,700〜251,400円+諸手当 

※ 固定残業代（30h分） 
35,700〜45,400円含む

　　　　※30hを超えた場合は別途支給
時　間▶��6:00～22:00の間で実働9h程度�

※残業有�
※1ヶ月単位の変形労働時間制

休　日▶�月8～10日　※年間休日105日
待　遇▶�各社保完備、車通勤可、昇給有、賞与年2回、

交通費実費支給（規定有）、退職金制度有（勤
続5年以上）、有給休暇、試用期間3ヶ月有

［正］ホールスタッフ

千歳市�
支笏湖温泉

 みずのうた

千歳 正 ホールパ 調理

仕　事▶�草刈補助作業(集草、積込み、ガード作業等)
資　格▶�未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶基本給/月180,000〜250,000円
勤　務▶�週5～6日
休　日▶�日・祝
待　遇▶�各社保完備

千歳市根志越189-180�
千歳総合メンテサービス有限会社

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-26-1643

働きませんか？
一緒に

業務多忙
業務拡大 急募急募!!に

つ
き

に
つ
き

千歳 契 草刈補助


