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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▶ 雇用期間の定め有（初回6ヵ月、その後条件付き
で契約更新の可能性有）

仕　事▶ 医薬品の外観目視・包装作業及びその他、 
製造補助業務/1名

入社日▶2023年1月1日
時　間▶ 9:00～17:00 実働7時間15分  

※休憩45分、時間外/月平均3時間
給　与▶ 時給1,000円
勤　務▶ 週5日
休　日▶  週休2日、夏期、年末年始休暇有、 

他会社カレンダーによる
待　遇▶ 試用期間有（3ヶ月）、雇用・労災・健康・厚生年金保

険、屋内禁煙、制服貸与、交通費支給、年次有給休暇

千歳工場/〒066-8610
千歳市泉沢1007-31

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。
担当/管理課 増子0123-28-3311

欠員につきパート職員急募!

女性
活躍中

千歳 パ 医薬品の外観目視、製造補助
期　間▶6ヶ月　※延長の可能性有、委細面談
仕　事▶光ファイバー製造、加工、組立・評価作業
給　与▶時給950円～
時　間▶ 9:00～17:30 

※休憩45分、残業なし 
※午前のみ・午後のみもOK、出勤時間応相談

勤　務▶月～金
休　日▶土日祝　※学校行事等の平日休みも応相談
待　遇▶雇用保険、車通勤可、作業服貸与、施設内禁煙
★お仕事の詳細はHPをご覧ください

http://www.psti7.com

千歳市北信濃776-16
フォトニック サイエンス テクノロジ(株)

主婦（夫）さん歓迎！

0123-42-0575

まずはお電話ください。 
面接時に写真付き履歴書をお持ちください。

千歳 パ 加工、組立、評価

  ◆勤務先

北広島市北進町1丁目2-2 北広島ターミナルビル4F

【受付/8:40～17:20】
担当/加藤

まずはお気軽にお電話ください。HPからの応募も可。

011-372-0073

(株)北海道中央牧場千歳農場 
勇払郡安平町早来富岡160番地

hokkaido-chuobokujo.com 

◆豚の生産農場での補助作業（パート）

◆共通項目

◆豚の生産農場での管理業務（正社員）

期　間▶6ヶ月毎の更新
資　格▶普通免許を持っている方
給　与▶ 時給920円～

期　間▶雇用期間の定めなし
資　格▶普通免許を持っている方、高卒以上
給　与▶ 月165,000～250,000円

安平 正 パ 畜産業務

時　間▶ 8:00～17:00(実働7時間40分） 
休憩/お昼60分、午前・午後各10分、 
残業/月10h程度（状況による） 
※勤務時間応相談

休　日▶ シフト制、年間102日
待　遇▶ 交通費規定支給（上限有）、各社保完備、制服

貸与、施設内分煙（屋外喫煙有）、正社員のみ
昇給有年/1回、賞与年/2回

帯広市東4条南9丁目11-1オカモト 0155-22-3200 オカモト本部

仕　事▶ モニター監視と簡単な機械操作、接客、清掃等
資　格▶ 未経験者歓迎、危険物取扱者乙種4類尚可、 

普通免許（AT限定可）、年齢不問 
※ 未経験者は将来、 
危険物資格取得を目指して頂きます。

給　与▶ 資格保持者/時給970円～ 
22時～翌5時は時給1,213円～ 
資格なし/時給920円～

時　間▶ ①7:00～16:00 ②9:00～18:00 
③14:00～22:00 ④22:30～翌7:30 
※ 実働8h、シフト制、休憩1h、残業/繁忙期有

期　間▶12月から、雇用期間の定め無し
勤　務▶ 週1日～ご相談ください。 

最大週40時間以内になります。
待　遇▶ 各社保険完備（条件による）、昇給有、 

制服貸与、報奨金制度、車通勤可（無料P有）、 
交通費実費支給（最高月/2万円）、 
オカモトグループ割引制度有（入社3ヶ月～）

勤務先▶ セルフ恵庭恵み野/恵庭市恵み野里美1丁目 
セルフ江別大麻/江別市大麻桜木町25番地

セルフガソリンスタンド接客スタッフ

まずはお気軽にお電話ください。

12月新規オープン!!

セルフ江別大麻
セルフ恵庭恵み野

恵庭市恵み野里美1丁目

江別市大麻桜木町25番地

オカモトガソリンスタンド
＆

JOY WASH
オカモトガソリンスタンド

＆
JOY WASH

恵庭・その他 ア パ 接客業

期　間▶1年毎の更新
給　与▶ ［契約社員］月給145,000～194,400円 

［パート］時給950円
時　間▶  ［契約社員］8:45～17:15 

［パート］応相談 
※休憩1h、残業/月10h程度

休　日▶土日祝、年末年始
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

無料駐車場有、退職金制度有、 
敷地内禁煙、正社員登用有

勤務先▶ 千歳第一病院（千歳市東雲町1丁目11）

23-4111【担当】佐藤

パート勤務は

勤務時間・日数
応相談!!

問い合わせだけでもOK！

医療法人同仁会

千歳第一病院
千歳市東雲町1丁目11 https://www.dojinkai-group.com/

契約社員
パート 医療事務員

資格がなくても

大丈夫!

千歳 契 パ 医療事務員

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

社会福祉法人 富門華会 デイサービス・ケアハウス サックル
〒059-1505 勇払郡安平町早来栄町157番地1

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。【担当】 
中田、中島

《全体共通項目》
待　遇▶ 各社保完備（勤務による)、通勤手当、無料駐車場

有、試用期間3ヶ月、敷地内禁煙

仕　事▶利用者様の食事の調理・盛付・配膳・清掃等
時　間▶ 6:00～15:00　※実働8h　 

9:30～18:30　※実働8h　 
9:00～13:00　※実働4h　 
6:00～9:00　※実働3h 
※何れも残業なし

《介護・調理共通項目》
資　格▶ 未経験者歓迎、介護職員は 

初任者研修修了以上あれば尚可
給　与▶時給920円
勤　務▶シフト制　※応相談

◆調理員/パート

仕　事▶ ケアハウスでの館内清掃・消毒、 
食事の配膳・下膳、コール対応等

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶1勤務8,000円　※月額120,000円
時　間▶ 17:00～翌8:00 

(22～翌5時/仮眠可能)　※実働8h、残業なし
勤　務▶月15日程度

◆夜間管理人/パート
仕　事▶ 身体機能の維持・向上を目的とした機能訓練の

補助や、レクリエーションの実施等
時　間▶ 9:00～13:00　※実働4h 

13:30～16:30　※実働3h　 
13:30～18:30　※実働5h 
※何れも残業なし

◆介護職員/パート

安平

募集!!夜間管理人 介護 調理

0145-22-4646

パ 夜間管理人、介護、調理

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20 第12ふじやビル4F

22-5280 採用係応募

期　間▶長期（1年毎の更新制）
仕　事▶ 新千歳空港の 

設備運転保守管理業務 
※正社員ですが、業務の契約形態は派遣の為、 
　「常用派遣」となります。

資　格▶ 無資格可、ボイラー1級・2級等の資格や 
実務経験があれば尚可

時　間▶ ①9:00～17:30　②16:00～翌9:00 
※いずれも休憩1h、残業なし 
※②がメインです。どちらもできる方歓迎。

給　与▶ 月給180,000円～　 
※22時以降深夜割増有

休　日▶ シフト制
待　遇▶ 社保完備、制服貸与、交通費規定支給、喫煙スペース有
勤務先▶ 新千歳空港旅客ターミナル

勤務先 新千歳空港

設備管理
スタッフ募集

千歳 正 設備管理

まずはお気軽にお電話ください

千歳市桂木町1丁目 
1-14-105

0123-21-9094
㈱マイノリズム

担当/長谷

期　間▶12月中旬～翌2月末まで
仕　事▶ 道内飲食店調査業務（車での移動です）
資　格▶ 要普通免許
給　与▶ 日給10,000円 

車持込み可能な方/日給12,000円
時　間▶  9:00～18:00または 

12:00～21:00 
（休憩1h、実働8h） ※残業なし

休　日▶ 土日祝日
勤　務▶ 平日週3日～OK
待　遇▶ 交通費規定支給、社保完備、社用車貸

出有、車持込み可能な方歓迎（勤務中
のガソリン代全額支給）、受動喫煙対
策有（事務所内禁煙）

勤務先▶千歳・恵庭・他

千歳・恵庭・他 ア パ 飲食店調査業務

恵庭からも通勤圏内!

急募!!

お元気な方の応募をお待ちしております!

北広島市大曲工業団地6丁目3-4
石油輸送株式会社

まずはお電話くだ
さい。担当/堀田 011-377-6543

期　間▶1年毎の更新制 
仕　事▶ ドライバーの点呼業務（アルコールチェック、免

許証や資格者証の確認、届け先確認等）、事務所
内の簡単な清掃等

資　格▶ 未経験者歓迎、60歳以上の方も 
応募可、車通勤可能な方

給　与▶日給10,000円 ※交通費込
時　間▶ ①22:00～翌8:00 ②18:00～翌8:00
　　　　※①②シフト制、休憩有　※残業なし
勤　務▶月10日程度 
待　遇▶制服貸与 、喫煙スペース有

北広島 パ 点呼業務

〒066-0075
千歳市北信濃
776-11

くらしの輝き　手から手へ

まずはお気軽にお問合せください。
担当/小池0123-23-4251

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶ 電話・来客対応、請求書などの書類作成、 

PC入力等
資　格▶ 未経験者・経験者歓迎、 

基本的なPC操作（Excel）可能な方
時　間▶ 8:20～16:20　※実働7h、休憩1h、残業なし
給　与▶  月155,000円以上　 

※年齢・経験により優遇
休　日▶ 日曜、祝日、GW、年末年始、他
待　遇▶ 各社保完備、各種手当有、昇給年1回、車通勤可

（駐車場完備）、交通費規定支給、ガソリン代規
定支給、クリーニング代優遇有、喫煙ブース有

急なお休みにも対応します!
千歳 契 一般事務

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。
面接日程等は追ってご連絡いたします。

採用係0123-25-5541
千歳インター消化器・内科

〒066-0047　千歳市本町4丁目2-2

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶外来看護業務
資　格▶ 正看護師又は准看護師免許取得者、 

消化器・内科経験あれば尚可、 
土曜出勤できる方

給　与▶ 時給1,250～1,450円
時　間▶ 月･火･金/8:30～12:30、14:00～18:30 

木/8:30～12:30、14:00～17:30 
水･土/8:30～12:30 
※シフト制 ※残業なし

勤　務▶週3～4日
休　日▶日、祝日、他 ※年末年始・盆休み有
待　遇▶ 交通費規定支給（上限2万円）、車通勤可、 

無料駐車場有、社保加入可（時間数によ
る）、昇給有、試用期間3ヶ月、敷地内禁煙

勤務日数等のご相談応じます。

医療法人
メディズム

正・准看護師 募
集

経験を
生かせる♪

千歳 パ 正・准看護師

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。

◆ 食器洗浄スタッフ

仕　事▶ 従業員食堂での調理全般 
（食材の準備・調理・盛付・提供など）

時　間▶ 8:30～17:30　実働8h　 
※休憩1h　残業なし

期　間▶ 即日～翌3/31　※その後、1年毎の更新（原則更新）
給　与▶時給1,000円
勤　務▶週3～5日　シフト制　※応相談
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可（駐車場

有）、制服貸与、送迎有、独身寮完備、従業員食堂利用
可、褒賞制度有

◆ 調理スタッフ

共通項目

千歳市
支笏湖温泉 みずのうた

仕　事▶ 「水の謌」内の食事会場で使用する 
食器の洗浄

時　間▶ 8:30～15:00の間で実働5.5h　 
※残業なし

パートスタッフ募集！
千歳 ア パ 調理、食器洗浄

急募

〒066-0077 千歳市上長都963-2

まずはお気軽にお電話ください。面接日時をお知らせ 
します。写真付履歴書をご持参ください。

担当/成田(ナリタ)0123-23-5191
トヨタカローラ札幌 ジョイック千歳

店舗事務スタッフ
パート社員

期　間▶ 入社希望日～翌年4月末まで 
（5月～翌年4月の1年契約更新）

仕　事▶ 金銭の出納その他の事務、 
来電・来客の取次ぎ

時　間▶  9:00～17:00 休憩1h、 
※残業月5～7h程度

勤　務▶フルタイム勤務(シフト制) 
給　与▶時給950～1,000円
待　遇▶ 交通費当社規定支給、雇用・労災保険有、 

施設内禁煙、マイカー通勤はご相談くだ
さい。

千歳 パ 店舗事務スタッフ


