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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
道と川の駅「花ロードえにわ」敷地内
恵庭市南島松817-18 ☎36-2700

毎週木曜日は加工品Day！
通年営業

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶�プリントの採点、指導の補助、他
資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶時給920円
時　間▶��14:00～19:00の間で実働2h程度～��

※応相談�※残業なし
勤　務▶�月・木
待　遇▶�車通勤可、館内禁煙

千歳市みどり台南3丁目14-19�みどり会館内

まずはお気軽にお電話ください！

090-1381-7188
公文式 みどり台教室

受付/10～17時
担当/川口

子ども好きな方大歓迎！

千歳 パ 採点スタッフ

仕　事▶�ホール/ホテル内レストランでの�
　　　�お客様のご案内や食事の補充等��
キッチン/朝食の簡単な調理

時　間▶�ホール/4:30～11:00��
キッチン/4:30～10:00�
※残業なし、休憩0.5h

たくさん働きたい! 
扶養内勤務希望! 日数応相談

千歳市千代田町2-2-10
ホテルウィングインターナショナル千歳

0123-24-2111まずはお気軽に
お電話ください。

担当
金子

 ◆ホール・キッチン

期　間▶1年毎の更新　　　資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給1,000円～ ※早朝手当有
勤　務▶週3～4日�※応相談
待　遇▶�社保完備（勤務による)、交通費規定支給、車通

勤可、エプロン貸与、受動喫煙対策有

共
通
項
目

Wワーク Wワーク 
OK!OK!

千歳 パ ホール・キッチンスタッフ

千歳市新富3丁目11-7千歳市真々地2丁目1-5

期　間▶1年毎の更新制
勤務先▶�①ファミリーマート�千歳インター店�

②ファミリーマート�千歳新富3丁目店�
※お選びください

資　格▶�未経験者・長期勤務できる方歓迎
時　間▶�①千歳インター店/17:00or18:00～21:00�

②新富店/17:00or18:00～22:00�
※土日祝は1日4h～で応相談　※残業なし

給　与▶ 時給920円
勤　務▶週1日～
待　遇▶��社保完備、制服貸与、交通費一部支給、�

車通勤可、受動喫煙対策有
電話連絡の上、写真付履歴書お持ちください。

0123-49-7452 担当/金子（千歳インター店）

千歳新富3丁目店千歳インター店
ファミリーマート 

WワークOK!WワークOK!未経験者歓迎!未経験者歓迎!

千歳 ア 店内業務全般

24-300024-3000市立千歳市民病院 千歳市北光2丁目1-1
内線8232内線8232
総務課総務係

https://chitose-shimin-hospital.jp/（資格･免許が必要な職種については、�資格証明書等のコピーが必要です。）

期　間▶雇用期間の定めなし
資　格▶�看護師免許、昭和47年4月2日以降に生まれた方
時　間▶�日勤/8:30～17:00　準夜勤/16:30～翌1:00�

深夜勤/0:30～9:00　夜勤/16:30～翌9:00�
※病棟勤務（2交替･3交替勤務）が可能な方�
※手術室勤務（日勤、待機有）が可能な方

給　与▶�大学4卒者/初任給 月213,200円～ 
短大3卒者/初任給 月204,900円～ 
短大2卒者/初任給 月197,000円～

休　日▶4週8休　※シフト制
待　遇▶�有給休暇、扶養手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、住居手当、寒冷地手当、

時間外手当等、制服貸与、敷地内禁煙、深夜帯はタクシーチケットの支給有
（公共交通機関利用者）

募募
集集看護師看護師市立千歳市民病院

［応募］まずはお気軽にお電話ください。 応募書類（市指定用紙）は当院のHPから取得できます。

正職員正職員

詳
細
は
▶︎

コ
チ
ラ
か
ら

院内保育所を 
利用できます!!

※対象年齢0〜就学前まで

千歳 正 病棟･手術室看護師

夕方からも働ける方歓迎!!夕方からも働ける方歓迎!!
接客は一切なし！お休みが取りやすい環境♪接客は一切なし！お休みが取りやすい環境♪

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

0123-46-5836担当/西井
受付/11～20時

北国の寿司 花ぶさ千歳市美々 新千歳空港
ターミナルビル3階

期　間▶�雇用期間の定めなし
仕　事▶�食器洗浄機を使用しての洗い場業務
資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶�時給980円
勤　務▶�週2～5日で応相談 

※シフト制 ※扶養内勤務も可
時　間▶�①１0:00～16:00 

②16:00～20:50 
※①②シフト制、①②から選択OK 
※残業なし

待　遇▶�各社保完備（勤務による）制服貸与、
交通費全額支給、車通勤可、休憩室
有、受動喫煙対策有

男女問わず学生からシニアまで歓迎!!

千歳 パ ア 洗い場スタッフ

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

スズキレンタカー北海道
OTSレンタカー 千歳空港営業所

千歳市流通2丁目
3-14

担当/萱場･熊谷27-7000

期　間▶即日～3ヶ月�※期間応相談、長期も可
仕　事▶�①貸渡業務全般、空港カウンターでの案内・

受付業務等�
②洗車、車両移動、配車業務等�
③送迎業務、車両移動、配車業務

資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許�
（バス送迎スタッフは要大型免許、�
中型8t限定なしでも可）

給　与▶時給1,100円
時　間▶�8:00～19:00�

※実働4h～で応相談�※残業/月0～20h
休　日▶シフト制�※週1～6日勤務で応相談
待　遇▶�各社保完備、車通勤可、�

交通費規定支給、正社員登用制度有

未経験者歓迎

公共交通機関利用の通勤の場合は 
送迎有（千歳駅・南千歳駅まで）

どちらも大歓迎
長期・短期可 短時間・フルタイム
千歳 ア パ ①受付 ②洗車 ③送迎

早朝・夜間は時給1,130円

空港内売店での販売・商品管理
期　間▶�2023年3月31日��

※その後、6ヶ月毎の更新制
給　与▶���時給1,000円～ 

※7:00～9:00、19:00～21:30は時給1,130円 
※能力・経験により優遇、当社規定により昇給有

時　間▶�7:00～21:30の間で実働7.5h（シフト制）�
※休日/月8日以上（応相談）�
※休憩1h、残業/月10h程度有

待　遇▶�社保完備、交通費全額支給、残業手当、従業
員割引有、JALスタッフトラベル制度（国
内・国際線優待搭乗）有、車通勤可、制服貸
与、受動喫煙対策有

勤務先▶�新千歳空港旅客ターミナルビル内
応　募▶��まずは、お電話ください。詳細と面接日は、

後日連絡いたします。（受付は平日のみ）

（株）JALUXエアポート北海道エリア支店
〒066-0012�千歳市美々
新千歳空港内旅客ターミナルビル�3F

46-2451
担当/青木

千歳 パ 販売・商品管理

岩内郡岩内町字大浜476-18�

担当/採用係
まずはお電話ください。面接は千歳で行います。

0135-67-7532

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶�コーヒー豆を機械へ投入し挽く作業や挽いた

豆の計測作業などを行います。他、飲料水の検
査に伴う作業などを行います。

資　格▶�学歴・経験・資格不問・18歳以上
時　間▶�8:30～17:30�※時差出勤有�※休憩2h�

※残業有、月20h程度
勤　務▶�月16日程度（年間平均）
休　日▶�土日祝、他平日1日�

（状況により土日祝出勤の可能性有）
給　与▶�時給1,150円
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、�

残業手当、工場内分煙
勤務先▶千歳市北信濃864-1

㈱アイ・コネクション

工場内作業
スタッフ
欠員募集!!
勤務時間・日数  相談に応じます!!

千歳 ア 工場内作業

期　間▶１年毎の更新制
仕　事▶�新千歳空港内の巡回、他業務
資　格▶�普通(中型)免許、車通勤できる方
給　与▶�月給160,000円～ ※深夜割増含む 

※資格手当有/10,000円迄
時　間▶�日勤/7:30～16:30�※休憩1h�

夜勤/16:30～翌7:30�※休憩2.5h�
（シフト交替制、状況により残業の場合有）

休　日▶�月7～9日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、制服貸与、�

正社員登用制度有、喫煙所有、資格取得制度有

新千歳空港で働きませんか?

空港施設空港施設
警備員警備員 募

集

北海道東急ビルマネジメント㈱
千歳・苫小牧営業所

〒066-0027�千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7�1F

担当/
スズキ 0123-22-1090

問合せだけでもOK、まずはお電話ください。

正社員 正社員 
登用有登用有

千歳 契 空港施設警備員
期　間▶正/雇用期間の定めなし�パ/1年毎の更新制
仕　事▶日常介護(食事・排泄・入浴介助等)
資　格▶�要普免（AT限定可）、介護職員初任者研修修了（旧ヘル

パー2級）あれば尚可、介護福祉士有資格の方は、生活
相談員兼務（資格手当支給）、土・祝勤務できる方歓迎

時　間▶�8:15～17:15（休憩1h）�※パート/勤務時間応相談�
※残業�正/月5～6h程度�パ/なし

休　日▶�完全週休2日（日曜+他1日、シフト制）、�
年末年始（12/31～1/3）

給　与▶ 正/月給176,000～220,000円 
（皆勤手当/10,000円、業務手当25,000円含む） 
※年齢・介護経験のある方は金額考慮致します。 
パ/時給920円以上 ※有資格者は時給930円以上 
※有資格者は別途手当支給 

（初任者研修修了/月3,000円、介護福祉士/月5,000円)
待　遇▶�制服貸与、交通費支給（月6,000円迄）、試用期間

3ヶ月、各種社会保険完備、有給休暇有、施設内禁煙�
［正職員］賞与年2回�※車通勤希望の方、駐車場あります。

介護職員募集介護職員募集
★介護未経験者も ★介護未経験者も 

大歓迎!!大歓迎!!

デイサービスセンター
らいふてらす恵庭中島
恵庭市中島町1丁目11-3

HP▶http://life-terrace.jp/ 是非ブログをご覧ください！
メールアドレス▶terrace.eniwa@gmail.com

まずはお気軽に
ご連絡ください！ 0123-34-8130

●  とても明るく、楽しい職場環境で●  とても明るく、楽しい職場環境で
やりがいのある仕事です。やりがいのある仕事です。

●  施設の見学だけでも大歓迎です。 ●  施設の見学だけでも大歓迎です。 
是非ご一報ください。是非ご一報ください。

恵庭 正 パ 介護職員

電話連絡の上、写真付き履歴書を持参�
もしくはご郵送ください。

〒066-0064 千歳市錦町4丁目9番地
（株）マリアージュインベルコ千歳支社 採用担当宛 

【履歴書郵送先】

(採用担当部署直通)080-4415-2765

小学生から高校生のお子様がいる方には
子育て支援金支給　（1日500～700円　※規定有）

キッチンスタッフ/2名
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶�簡単な調理・調理補助
時　間▶�7:00～20:00の間で4～6h程度�

※応相談　※残業なし
勤　務▶週2～4日程度　※応相談
資　格▶要普通免許、未経験者・経験者ともに歓迎
給　与▶�時給1,000円　※試用期間2ヶ月/同条件
待　遇▶�各種保険完備、制服貸与、通勤手当、車通勤可、有給

休暇、社員登用有、子育て支援金支給、館内禁煙
勤務先▶�ベルクラシックリアン平安閣/千歳市錦町4丁目9

★扶養内勤務可能★扶養内勤務可能
★�勤務時間や休日は応相談★�勤務時間や休日は応相談学生アルバイトも�学生アルバイトも�

歓迎‼︎歓迎‼︎

千歳 パ 調理

❶歯科衛生士/正社員
資　格▶�専門学校卒以上�

★今春卒業予定の方、�
���ブランクがある方も大歓迎

給　与▶ 月給210,000円～
❷歯科衛生士/パート
資　格▶歯科衛士、経験者優遇
給　与▶�時給1,300円～
❸歯科助手・受付/パート
資　格▶�歯科衛生、医療事務経験あれば尚可
給　与▶�時給1,000円～
《共通項目》
期　間▶雇用期間の定めなし
時　間▶�正/9:30～19:00（月～金曜）�

���（水曜、土曜は13:00まで）�
パ/①9:00～13:00�②15:00～19:00

休　日▶�週休2日制（日、祝、土、水午後）
待　遇▶�昇給年1回、交通費全額支給、制服貸与、車

通勤可、試用期間2ヶ月有、社保完備、賞与
年2回、敷地内禁煙

勤務開始日応相談♪勤務開始日応相談♪

医）住吉歯科医院 千歳市住吉3丁目14-14千歳市住吉3丁目14-14
http://sumi-dc.net/

採用係0123-23-7005応募

千歳 正 パ 歯科衛生士パ 助手・受付

千歳科学技術大学/千歳市美々

カンセイ/千歳市流通 

北海道文教大学付属幼稚園/恵庭市漁町

資　格▶車通勤可能な方（交通機関が不便な為）
給　与▶時給950円
時　間▶7:00～10:30�※実働3.5h、休憩・残業なし
休　日▶土曜・日曜・祝日他

資　格▶車通勤可能な方
給　与▶時給920円
時　間▶�13:00～16:00�※実働3h、休憩・残業なし
勤　務▶火・金または、月・木�※応相談

給　与▶時給920円
時　間▶15:00～18:00�※実働3h、休憩・残業なし
勤　務▶週3～4日
休　日▶日曜・他
《共通項目》
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶日常清掃（床、トイレ等）
待　遇▶制服貸与、交通費規定支給

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

清掃スタッフ 募集!清掃スタッフ 募集!

未経験者大歓迎未経験者大歓迎

千歳・恵庭 パ 清掃

恵庭市黄金中央4丁目6-5�モーニンググローリー

期　間▶1年毎の更新制�
仕　事▶�障がい児童の療育・自立支援のサポート、送迎
資　格▶�保育士･幼稚園教諭･教員免許、社会福祉学部

卒業、児童福祉事業経験2年以上のいずれか、
年齢不問

給　与▶�時給920～1,000円
時　間▶�9:00～18:00の間で3h～�※残業なし
勤　務▶�月～土曜�※週1日～OK！�※土曜のみもOK！
休　日▶�日曜、祝日、年末年始
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可、屋内禁煙

0123-34-3334応 募

スタッフ増員‼︎スタッフ増員‼︎
パンプキン
キッズルームキッズルーム

恵庭 パ 児童デイサービス指導員


