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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】

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ JALファーストクラス及びVIPルーム・JAL専用

検査場をご利用される、お客様の手荷物検査及び
ボディーチェックをするお仕事です。働きながら
空港保安検定資格を取得可能です!

資　格▶ 未経験者歓迎、 
18歳以上35歳まで※若年層キャリア形成のため

給　与▶入社時基本給 173,700円～178,000円
時　間▶ 6:15～21:00の間で 

実働8～10hのシフト制　※残業月平均15h
休　日▶ 2勤1休
待　遇▶ 残業手当、家族手当、資格手当、役職手当、通勤費

(上限36,000円)、昇給年1回、有給休暇制度有、賞
与年2回、退職金、貸付金、研修制度有、制服貸与、
日本航空健康保険組合加入、施設内分煙

勤務先▶新千歳空港

〒066-0012  千歳市美々 
新千歳空港内ターミナルアネックスビル2F

まずは写真付履歴書を下記住所までご郵送ください。
※ 11月20日（日）必着。書類審査の上合格者のみに 
連絡し、面接試験等を実施いたします。
※ 送付いただいた履歴書はお返しできません。 
面接日は相談に応じます。

株式会社　ジェイ・エス・エス 札幌営業所
0123-46-2115
spkofc@jss-ltd.co.jp

担当/あやめ
JAL
GLOUP

安全で快適な空の旅をサポートしているのは私達です！

男女共に活躍できる職場です

業務サービス強化のため募集‼ 働きながら
資格取得も 
可能です!

千歳 正 空港保安検査スタッフ

〈正社員〉 トラック乗務員

〈正社員〉 エコバス乗務員 女性も
活躍
できる♪仕　事▶ 市内循環バスの運転業務 

（マイクロバス以上のバスを使用）
時　間▶ 6:30～20:00の間で早番・遅番有（実働8h） 

※休憩1h、残業有
勤　務▶シフト制
給　与▶ 基本給174,000円 ※他、無事故手当10,000円、 

深夜手当200～1,500円、時間外15,800～
74,500円 〈月収例〉200,000～260,000円 
※月収例は一例で保証するものではありません

資　格▶大型二種保持者

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭市住吉町
2丁目1-3富士交通㈱
担当/金田一0123-33-6271

期　間▶ 雇用期間の定めなし（65歳から1年毎の更新制）
待　遇▶ 社保完備、試用期間3ヶ月有、喫煙所有

《共通項目》

恵庭 正 バス・トラック乗務員

仕　事▶クレーン付きトラックでの配送業務
時　間▶7:00～16:00 ※休憩1h、早出、残業有
勤　務▶週5～6日 ※シフト制
給　与▶  基本給180,000円 

※他、無事故手当10,000円、深夜手当4,000円～、 
　時間外（4t･8t/56,000円～、11t/66,000円～） 
〈月収例〉4t・8t/月25万円～、11t/月26万円～ 
※月収例は一例で保証するものではありません

資　格▶中型免許以上

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ コープさっぽろの宅配システム「トドック」

の商品仕分けと配送車への積込み作業
資　格▶ 主婦（夫）・シニア歓迎
時　間▶7:00～9:30　※出勤時間要相談
給　与▶ 時給945円　※祝日勤務は時給＋30円 

※試採用期間3ヶ月/時給920円
勤　務▶週5日　　　
休　日▶土曜、日曜
待　遇▶ 各社保完備（試採用終了後）、車通勤可、 

交通費規定支給、制服貸与、 
慶弔見舞金等共済会、構内全面禁煙

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

〈受付〉月～金/9～21時　 土/9～18時　※日曜休み
0120-502-112トドック

コールセンター
■生活協同組合　〒066-0077 千歳市上長都3-1

コープ宅配システム
トドック千歳センター

朝の時間を
有効活用
しませんか？

20～50代の 
方が活躍中!

主婦（夫）、シニア、
未経験者大歓迎！

千歳 ア パ 仕分け・積込みスタッフ

病棟看護助手募集
正職員
恵み野病院社会医療法人 北晨会

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 患者移送、案内、検体運搬、 

リネン交換、物品補充、食事介助等
資　格▶不問
時　間▶ 日勤/8:40～17:15　夜勤/16:40～翌9:15 

※夜勤月に4回程度有　※休憩1h、残業なし
給　与▶ 月154,300～200,000円 

（各種手当含む）+夜勤手当、残業手当
休　日▶ シフト制（年間121日）
待　遇▶ 各社保完備、賞与年2回（昨年度実績

3.95ヶ月分）、退職金制度（3年以上勤務
者）、通勤手当（上限45,000円）、昇給有、
リフレッシュ休暇有、車通勤可、敷地内禁煙

〒061-1395
恵庭市恵み野西2丁目3-5

社会医療法人 北晨会

恵み野病院

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

0123-36-7555 受付/9～17時
担当/看護部長 佐藤

24時間対応の院内保育所有!
子育て世代も安心して働けます。

恵庭 正 病棟看護助手

恵庭市住吉町2丁目9-14
恵庭店

0123-39-2171
まずはお気軽にお電話ください。面接時履歴書不要!

期　間▶1年毎の更新制 
仕　事▶ ホール/配膳、オーダー取り等、ホールでの接客 

キッチン/ 洗い場や、メイン・サイド商品の調理
勤　務▶週2～5日　※相談に応じます
時　間▶ 7:30～15:00、11:00～17:00、 

19:00～24:00　※残業なし
給　与▶ 時給930円～ 

※22時以降/時給1,162円以上～
資　格▶ 未経験者歓迎、フリーター・主婦（夫）・ 

高校生・専門学校生・大学生歓迎
待　遇▶ 昇給制度、車通勤可、有給休暇、交通費規定支給、 

制服貸与、労災保険有、食事補助有、敷地内禁煙

募集
★ 1週間毎のシフト作成！ 
予定も立てやすく、お休みも取りやすい♪

★週2日～OK！自分のペースで楽しく働けます。

ホール・キッチンスタッフ
全時間帯で

恵庭 ア パ ホール・キッチン

恵庭市駒場町
1丁目5-7

0123-32-2627
若林鉄工 株式会社

恵庭 パ 事務

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶一般事務
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇、要普通免許
給　与▶時給920円
時　間▶ 9:00～15:00 ※休憩1.5h、残業なし
勤　務▶週4日程度
休　日▶土日祝
待　遇▶交通費規定支給、事務所内禁煙
電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

事務員募集!!

応 募

期　間▶～3ヶ月、その後１年毎の更新
給　与▶時給1,000円
時　間▶ ①5:00～14:00、 

　10:00～19:30（実働8h） 
　早番・遅番交代制 
②8:30～14:00（実働5.5h） 
※6h以上勤務で休憩1h、残業なし

休　日▶①シフト制　②土日祝
勤務先▶恵庭南病院
待　遇▶ 各社保完備（時間数による）、 

交通費規定支給、制服貸与、 
車通勤可、敷地内禁煙

㈱北海道グリーンハウス
札幌市中央区北3条西2丁目8番地　さっけんビル2F

担当/おぐら011-232-2430
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。面接は勤務先で行います。

早番手当
支給！

パート募集調理
補助

恵庭 パ 調理補助

時給1,000円

パーラー恵み野

まずはお気軽にお電話ください。 
面接には写真付履歴書をお持ちください。

 0123-36-4114
恵庭市恵み野西1丁目4番
受付/平日9～17時

◆ 駐車場スタッフ/恵庭市・北広島市
仕　事▶ 駐車場のゴミ拾い・分別等、その他、 

店内床のモップ拭き
給　与▶時給920円
時　間▶ 7:30～12:00 

※休憩15分、基本残業なし
勤　務▶週3日程度

《共通項目》
期　間▶雇用期間の定め無し
資　格▶ 未経験者歓迎
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、車通勤可、 

受動喫煙対策無し
勤務先▶ 恵庭市恵み野西1丁目4 

北広島市中央3丁目6-1

仕　事▶ アミューズメント施設内の厨房にて、 
簡単な調理業務

給　与▶時給960円
時　間▶ 9:00～15:00の間で3～5h程度 

※休憩15～30分、基本残業なし
勤　務▶週2～4日

◆ 厨房スタッフ/恵庭市

スタッフ募集!駐車場 厨房 時間
応相談

恵庭・北広島 パ 清掃、厨房

未経験者大歓迎!!

千歳科学技術大学/千歳市美々 （パート）
期　間▶長期
仕　事▶日常清掃（床、トイレ等）
給　与▶時給950円
時　間▶7:00～10:30 ※実働3.5h
勤　務▶週2日～　※応相談 
休　日▶ 土・日曜、祝日他 ※学校スケジュールによる
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、車通勤可能な方

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

千歳 パ 清掃

週2日～ 
可能！

期　間▶即日～翌3/31　その後1年毎の更新制
給　与▶ 一般/時給930円、17時以降/時給980円 

高校生/時給920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、屋外に喫煙スペース有

恵庭市黄金南
6丁目10番地4

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

共
通
項
目

◆青果

◆レジ 学生歓迎

時　間▶ 8:00～13:00
時　間▶  9:00～13:00 

17:00～22:00
◆惣菜 時　間▶ 8:00～13:00

 日数・休日
応相談！

恵庭 ア パ 店内業務
新千歳空港の除雪作業員募集！

期　間▶12月～翌3月
仕　事▶ 新千歳空港駐車場内にて、車の間の除雪

（手作業で行います。）　※現場へは、送迎
車でまとまって出勤します。（応相談）

資　格▶ 未経験者歓迎、シルバー世代歓迎
給　与▶時給1,430円
時　間▶  24hの間で4～8h、降雪状況による 

※休憩1h、降雪状況により延長の可能性有
勤　務▶ 降雪状況による　※降雪があり、人力除雪

が必要と判断した際に勤務発生
待　遇▶ 送迎有、敷地内禁煙
勤務先▶新千歳空港駐車場

千歳市末広7丁目1番14号

まずはお気軽にお電話ください。

0123-24-0585
株式会社　大淵造園土木

受付/10～17時
担当/和田

千歳 ア 除雪作業

仕事 給与 内容

①生活支援員 正職員/短大・専門学校卒 基本給148,500円＋特殊業務手当17,820円
＋処遇改善（ベースアップ）9,000円～ ※①②のみ
正職員/大卒 基本給171,400円＋特殊業務手当20,568円 
＋処遇改善（ベースアップ）9,000円～ ※①②のみ
パート/時給1,000円～

 暮らしの場所、日中活動の場所において、生活全般の支援や相談、活動・外出補助など

②職業指導員  日中活動の場所において、それぞれの特性を見極めながらより良い作業の方法を考え、支援する

③相談員 暮らしや就職などの困りごとの相談支援、実務経験、資格保有者

④作業療法士
正職員/基本給175,600円＋特殊業務手当21,072円 
＋処遇改善（ベースアップ）9,000円～
パート/時給1,100円～

暮らしの場所、日中活動の場所において、資格を活かして機能訓練や、作業効率のアップを図る

⑤看護師

正職員/準看 基本給191,200円＋特殊業務手当21,072円 
＋処遇改善（ベースアップ）9,000円～
正職員/正看 基本給212,700円＋特殊業務手当25,524円 
＋処遇改善（ベースアップ）9,000円～
パート/時給1,300円～

 暮らしの場所、日中活動の場所において、通院業務や健康管理など

⑥夜間支援専門員 パート/時給920円～ 22時以降深夜割増有 暮らしの場所（入所施設・グループホーム）において、夜間から朝にかけて、支援や巡回業務

⑦車両担当員
パート/時給1,000円～

 バスやハイエースを使って利用者さんを送迎、商品の配送

⑧機械オペレーター 恵庭市指定ごみ袋製造の機械操作 未経験者もイチからお教えいたします。

詳しくはHPで！

恵庭 正 パ 生活支援員、職業指導員、相談員、作業療法士、看護師パ 夜間支援専門員、車両担当員、機械オペレーター

電話連絡の上、写真付履歴書を
ご郵送ください。面接日をご連絡します。

32-8000 受付/9:00～17:30
担当/採用担当まで

仕　事▶表参照　　　給　与▶表参照
勤務先▶ 恵庭光と風の里、光風荘、多機能型事業所（恵庭市牧場219-4） 

恵み野西事業所（恵庭市恵み野西6丁目20-6） 
すとりーむ（恵庭市新町30-3）

共
通
項
目

まずは見学のみでもOK！未経験者でも構いません　パートタイム～日数、時間はご希望に応じます。子育て中のママさん、多数活躍中！ 〒061-1445　恵庭市新町30番3

事業のリニューアル計画中！
休　日▶ 4週8休、年末年始、リフレッシュ休暇 

※年間休日115日程度
時　間▶ 基本8:30～17:30の間実働8h ※シフトによる 

※休憩1h、残業なし ※事業所によって早番・遅番・夜勤有
待　遇▶ 各種社会保険完備、北海道民間社会福祉事業

職員共済会加入、福祉医療機構加入、福利厚
生センターソウェルクラブ、賞与年2回（前
年度実績/4.2ヶ月分）、昇給有、慶弔休暇有、 
①②④のみ処遇改善手当有（昨年度実績）519,000円

休　日▶シフト制 ※応相談
時　間▶ 6:30～22:00 ※応相談 

（夜間支援専門員のみ21:30～翌6:00） 
※6h以上の勤務で休憩1h、残業なし

待　遇▶ 各種社会保険完備(勤務による）、通勤手当支給（2,000円～）

パ
ー
ト

正
職
員

新たな取り組みを
一緒にしてみませんか


