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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▶ ヘアカラーを中心に、カットや縮毛矯正など
を行います。カラー、シャンプー専属でも可。

資　格▶美容師免許
給　与▶ 時給1,100円～
時　間▶9:30～19:00の間で応相談
勤　務▶ 週3日～（応相談）
休　日▶ シフト制（応相談）  

※土日休みも可 
待　遇▶車通勤可

時間･日数応相談

まずはお気軽にお電話ください。

千歳店
HAIR COLOR CAFE 千歳市新富

2丁目1-5 1F

090-8623-3888
ヘアカラーカフェ

美容師
募集

フルタイム勤務
も同時募集‼

千歳 パ 美容スタイリスト

正社員募集
仕　事▶ 管理物件の清掃（主に夜間）
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 月給250,000～321,500円 ※年齢・経験による 

※試用期間3ヶ月/時給1,112円(日勤の場合/時給900円)
時　間▶ 18:00～翌6:00の間で実働8h 

※9:00～18:00（日勤）の場合も有
勤　務▶ シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与
勤務先▶ 恵庭市内

〒061-1432 恵庭市恵央町8-1㈱ウエスト
担当/平井

まずは、お気軽にお電話ください。

070-6951-3755

未経験者歓迎！
恵庭 正 清掃スタッフ

仕　事▶ ①高齢者様宅へのお弁当の配達 
② お弁当の簡単な調理 
（パック食材の解凍・盛付等） 
包丁は使いません。　※①②選択可

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許(AT限定可)、 
土日勤務可能な方歓迎

給　与▶時給900円
時　間▶ 8：00～18:00の間で応相談 

※例8:00～12:00、13:00～18:00等
勤　務▶週2日～　※応相談
待　遇▶交通費規定支給、昇給有、制服支給
応　募▶まずはお気軽にお電話ください。★ ダブルワーク可 ★ 日数・時間応相談

 080-7263-0351千歳市東郊2丁目8-12
宅配クック123　千歳店 担当/

高橋

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

千歳店

土日勤務可能な方歓迎‼

お弁当と一緒に 
笑顔と元気もお届け♪

千歳 ア パ 配達、調理

◆4tトラック運転手
仕　事▶ 4t箱車にて雑貨、住宅建材商品、サッシ、段ボール

等を千歳市内及び道内に配送する業務
資　格▶中型自動車免許、経験者優遇
給　与▶月230,000～280,000円
時　間▶ 8:00～16:20（休憩1h） 

※業務内容により異なります。
休　日▶ 日祝他（月6～9日）、GW、お盆、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、賞与年2回、制服貸与、交通費規定支給、

車通勤可、退職金制度有、試用期間3ヶ月/同条件

増員募集!!
★ 経験者は経験により
優遇!!

★ 未経験で異業種から
転職する方も歓迎!!

4tトラック運転手

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。
★面接は千歳営業所にて行います。

☎0123-28-2013 担当/採用係

千歳市泉沢
1007-158北宝運輸㈱千歳営業所

千歳 正 4tトラック運転手

◆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

資　格▶看護師または准看護師
給　与▶ 【看護師】月給210,000円～【准看護師】月給185,000円～ 

※別途夜勤手当支給
時　間▶ ①7:00～15:30　②9:00～17:30 

③17:00～翌9:30　※①～③のシフト制
休　日▶ シフト制（年間休日120日以上）

資　格▶介護福祉士もしくは実務者研修修了者
給　与▶ 月給150,000円～ 

※処遇改善手当支給（年3回） 
※別途夜勤手当支給

時　間▶ ①7:00～15:30　②9:00～17:30 
③11:00～19:30　④17:00～翌9:30

休　日▶ シフト制（年間休日120日以上）

資　格▶介護福祉士
給　与▶ 月給150,000円～ ★処遇改善手当支給（年3回）
時　間▶  8:45～17:15
休　日▶ 週休2日制 ※シフト制（土曜営業） 

※祝日・年末年始（12/30～翌1/3）はお休みです。

資　格▶介護福祉士もしくは実務者・初任者研修修了者
給　与▶ 時給950～1,000円 

※契約時間に応じて賞与・処遇改善手当支給有
時　間▶ 7:00～19:30の間で応相談
休　日▶ 勤務日数応相談

クリアコート千歳
千歳市桂木1丁目5-7

介護老人保健施設 

職員募 集
医療法人 資生会

年間休日120日以上 事業所内保育施設あり

ホームページにて、
求人情報随時更新中♪

医療法人 資生会 〒066-0067 千歳市桂木1丁目5-7

（クリアコート）澁谷☎27-3232電話連絡の上、写真付履歴書を下記住所へ送付ください。
お勤め中の方もまずはお電話ください。〈勤務開始日応相談〉

受付/平日（月～金）9:00～17:00

［正職員］ 看護師・准看護師

［正職員］ 介護職員（入所）

［正職員］ 介護職員（通所リハビリ）

［パート］ 介護職員（入所）

★ 正職員の給与は資格や経験に応じて変わります。 
 正社員：介護福祉士・経験10年の方の場合 
【月給例/175,400円+住宅手当・交通費等】

千歳 正 看護師､准看護師正 パ 介護職員

《全体共通項目》
待　遇▶ 各種社会保険完備（勤務時間による）、交通費規定支

給、制服貸与、車通勤可、さぽーとさっぽろ加入、昇
給年1回、賞与年2回

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♪

午前のみ・午後のみ等

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

都合に合わせてお仕事できます！

子育て中の方も 
歓迎！

千歳 ア パ 農作業

千歳市千代田町7丁目1789-3　千歳ステーションプラザ5F
医療法人社団 たけやま腎・泌尿器科クリニック

給　与▶ 時給1,400～1,500円
時　間▶ 月・火・水・金/ ①8:15～12:45 

②14:00～17:00 
③8:15～17:00

　　　　木・土/8:15～12:45 
　　　　※時間選択可、応相談
勤　務▶週3～4日 ※日数・時間・曜日等応相談
仕　事▶ 外来・透析看護業務  

※ 未経験の方にも技師（5名在籍）が 
親切丁寧にお教えします。

資　格▶ 正看護師または准看護師
待　遇▶ 社保完備（勤務時間による）、交通費規定支

給、自家用車通勤可(駐車場手当有)

☎011-551-7050
〒064-0912  
札幌市中央区南12条西15丁目4-3 池脇ビル 
「(株)北海道総合経営研究所　担当/人事労務顧問 山下宛」

写真付き履歴書をご郵送ください。 
応募に関することはお気軽にお問合せください。

学校行事参加・ 
扶養範囲内OK

勤務時間 
応相談

残業 
   なし！

千歳 パ 正・准看護師

仕　事▶ ジェラートの製造業務
時　間▶  8:00～14:00、10:00～16:00 

※シフト制　※時間応相談
給　与▶ 時給920円
勤　務▶ 週3～4日　※月曜定休日
待　遇▶ 制服貸与、車通勤可、試用期間有、 

ジェラート・スイーツ50％OFF特典有

恵庭市黄金南2丁目19-8

担当/太田

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-21-9915
ジェラテリア ジジジェラート専門店

ジェラート製造スタッフ

スタッフ2名募集長期

恵庭 ア パ 製造

〒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

勇払郡安平町早来富岡210-20
株式会社北海道興農社

［短期アルバイト］とうもろこしの収穫・選別・箱詰め
期　間▶8月上旬～10月末
仕　事▶ とうもろこしの収穫・選別・箱詰め等
資　格▶   経験者・未経験者ともに歓迎、 

車通勤できる方（公共交通機関が少ない為）

ひとつひとつ教えますので、初心者でも安心して働けます♪

【受付】平日9:00～17:30
担当/笠井☎0145-26-2800

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

給　与▶ 時給900円
時　間▶ 8:00～16:00の間で7h（休憩1h）
休　日▶ 月8～10日 ※要相談
待　遇▶ 交通費規定支給、労災保険有

8月上旬

10月末
まで

▼とうもろこしの

バリバリ働きたい方
必見!!

とうもろこしの後には 
かぼちゃの収穫作業があります！

収穫・選別・箱詰め

安平 ア とうもろこしの収穫・選別・箱詰め

札幌市中央区大通西6丁目10-1大通西6ビル

［担当］ 人事部 組織・人事課☎011-200-5600まずはお気軽にお電話ください。
応募の際に希望の店舗・職種をお知らせください。

【共通項目】
給　与▶時給900円以上 ※勤務体系・経験による　　勤　務▶週2～5日 ※店舗、職種による 
待　遇▶各社保完備、交通費実費支給、制服貸与　　勤務先▶新千歳空港国内線ターミナルビル内

募 集 ! !パートスタッフ
新千歳空港の３店舗で

ホール/2～3名募集 
★接客未経験でもOK

ホール/2～3名募集
★接客未経験でもOK

ホール(洗い場兼任)/3名募集
時　間▶ 8:00～21:00の間

でシフト制

（ラーメン）  （そば・居酒屋） （居酒屋・郷土料理）

ショートタイム・ミドルタイム・フルタイム 働き方はご相談ください

きたみなと 一灯庵大心

千歳 パ ホール、厨房

厨房/3名募集
★多少の調理経験のある方、
   料理をすることが好きな方
時　間▶ 9:00～17:00、 

17:00～21:00

厨房/2名募集
★本格調理経験者、
   料理をすることが好きな方
時　間▶ 12:00～21:00

厨房(洗い場兼任)/2名募集 
★多少の調理経験のある方、 
   料理をすることが好きな方
時　間▶ 12:00～21:00、 

14:00～21:00


