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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

灯油・プロパンガス・ホームタンク洗浄のことなら

恵庭市相生町1-6-8
TEL.（0123）32-2201 
FAX.（0123）32-2203

北海中部物産（株）

黒田売炭

担当/村中

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 恵庭～札幌・石狩を往復するスタッフ送迎ドライ

バー（スタッフの管理を兼ねた軽作業も含みます。）
資　格▶ 要普免 ※使用車種はヴェルファイア（AT車）予定
給　与▶ 月給263,000円（試用期間6ヶ月/同条件） 

※交通費10,000円・固定残業代60h/72,000円
　を含む ※60h超えた場合は別途支給

時　間▶  7:30～20:00間で実働8h 
※休憩2h ※残業月0～10h程度 ※時間応相談

休　日▶ 日曜（出勤日は応相談）※夏冬休み期間は勤務時間短縮有
待　遇▶ 社保完備、正社員登用有、車通勤可、施設内分煙、車内禁煙 
勤務先▶恵庭市戸磯

〒061-1405 
恵庭市戸磯345-6

まずはお気軽にお電話ください

0123-32-6100
(株)デスティーノ

恵庭 契 送迎ドライバー

労働者派遣事業許可番号  派01-301384

まずはお気軽にお電話ください。

子ども好きな方歓迎
仕　事▶ 発達に遅れのあるこどもたちの 

支援をするお仕事です。 
※勤務地の異動有

資　格▶ 保育士、サービス管理責任者、児童指導員の何れ
か、保育等の学校卒業見込みの方も応募可

給　与▶月180,000～220,000円
時　間▶9:00～18:00　※休憩1h、残業なし
休　日▶日曜日+1日、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、昇給・

賞与有、扶養・処遇改善・職能・住宅・寒冷地手
当支給、資格取得支援制度有、退職金制度有

勤務先▶ すてっぷえにわ（恵庭市中島町4丁目6-1） 
すてっぷちとせ（千歳市信濃3丁目20-2）
SQUARE（千歳市北光4丁目3-9） 
CONET（恵庭市漁町43番地2）

(株)LINQ 千歳市北光4丁目3-9
受付/9～18時担当/ヤマグチ

児童支援員増員のため

急 募

0123-25-9430（SQUARE）

千歳・恵庭 正 児童支援員

期　間▶3～7月 ※9月までの延長OK
時　間▶ (a)8:00～17:00（フルタイム） 

(b)9:00～15:00（1日5h以上） 
(c)9:00～13:00 
※1日3h以上～で勤務時間ご相談ください。 
※残業/月平均5h程度

給　与▶ (a)時給975円 (b)時給950円 (c)時給925円

❷ガーデンショップスタッフ

期　間▶3～7月
時　間▶ 9:00～17:00 ※残業/月平均5h程度
給　与▶ 時給930円

❸カフェスタッフ ★土日祝勤務できる方

《共通項目》
勤　務▶ 週2日～応相談 ★平日のみ、土日のみもOK
待　遇▶ 交通費規定支給、受動喫煙対策有、 

［②③］時間外作業は25～60%割増 

❶ガーデニング作業

期　間▶3～6月 ※9月までの延長OK
時　間▶ (a)8:00～17:00（フルタイム） 

(b)9:00～15:00（1日5h以上） 
(c)9:00～13:00 
※1日3h以上～で勤務時間ご相談ください。 
※残業/月平均5h程度

給　与▶ (a)時給975円 (b)時給950円 (c)時給925円

4月からのスタートも選べます！

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
ご希望の面接日時をお知らせください。随時面接します。

36-8050 【受付/月～金 9～17時】

http://www.sungarden-web.com/
株式会社サンガーデン 恵庭市西島松561-4

スタッフ募集
サンガーデン株式会社

恵庭 ア パ ガーデニング作業、ガーデンショップスタッフ、カフェスタッフ

春・夏休み、参観日、習い事等、
お子様の学校行事に合わせた働き方ができます！

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

期　間▶6ヶ月毎の更新制 ※原則更新
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、残業なし
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)、クリニック内禁煙

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

● ふれあいの里 グループホームほっ虹 
 千歳市北光5丁目4-3 
★JR長都駅から徒歩15分 北光6丁目バス停より徒歩2分
● ふれあいの里 グループホームほくとの家 
千歳市北斗1丁目19-14 ★JR千歳駅から車で7分
● ふれあいの里 グループホームせせらぎの家 
千歳市新星2丁目2-3　★JR千歳駅から車で10分

◆勤務先

【共通項目】
期　間▶ 正/雇用期間の定めなし パ/6ヶ月毎の更新制 ※長期
仕　事▶グループホームでの介護業務等
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通勤可、資格取得支

援制度有、食事社割有、処遇改善金年2回（業績によ
る)、敷地内禁煙

給　与▶時給920円～
時　間▶ 8:00～19:00の間で実働3h～ ※応相談 ※残業なし
勤　務▶週1日～OK

給　与▶1勤務20,720円～
時　間▶16:00～翌10:00 ※応相談 ※残業なし
勤　務▶週1～2日

介護職員 〈パート〉

夜勤専従介護職員 〈パート〉

〒066-0073　千歳市北斗1丁目19-14

正社員 が選べる!

お気軽にお問い合わせください。

0123-23-7311
TNふれあいサービス株式会社

担当/黒板

給　与▶ 月給189,200円～ ※夜勤手当5回分/30,000円含む
時　間▶ 日勤/8:00～19:00 ※実働8h、3交替シフト制 

※休憩1h、残業なし 
夜勤/16:30～翌10:00 ※実働16h ※休憩1.5h、残業なし

休　日▶月9日　※2月のみ月8日

介護職員 〈正社員〉 勤務先
千歳 正 パ 介護

パート

 

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶店内業務全般
時　間▶ 8:00～13:00、13:00～17:00、 

17:00～22:00、22:00～翌8:00 
※選択可

給　与▶時給950円～ ※22時以降深夜割増有
勤　務▶週1日～OK
待　遇▶制服貸与、店内禁煙

恵庭市美咲野４丁目1-1

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-39-2711

恵庭 ア パ 店内業務

求人担当まで

恵庭インター店

週1日～、朝・昼・夜選べる時間帯！

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶プリントの採点、学習補助など
資　格▶ 未経験者歓迎(公文経験者・英語好き・幼児

指導に興味のある方大歓迎！)
給　与▶時給920円
時　間▶ 14:00～19:00の間で2～3h程度 

※応相談　※残業なし
勤　務▶月•木のみ
待　遇▶車通勤可、室内禁煙

千歳市日の出2丁目7-8

受付/月・木14～19時以外　担当/佐野

公文式　日の出教室

採点・学習補助
スタッフ募集！

070-3789-4152応 募

千歳 パ 採点・学習補助

期　間▶長期
仕　事▶ 遊技場の閉店後清掃、喫煙所の清掃有
資　格▶ 未経験者歓迎、車通勤可、シニアも応募可
給　与▶1勤務1,700円～
時　間▶  22:45～24:00(1.25h) 

※残業なし
勤　務▶ 週2日～
勤務先▶ 千歳市清水町6丁目27-1

札幌市南区石山
1条9丁目1-3

まずはお気軽にお電話ください。 
面接は勤務先の周辺で行います。

011-596-0731
㈱ビルカン

［受付］
9～18時

1勤務1,700 ～円
週2日～OK！ ダブルワークOK！

千歳 パ 閉店後清掃

期　間▶長期
仕　事▶食肉加工
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶ 時給940円 

※試用期間2ヶ月/同時給
時　間▶ 8:00～12:00 

13:00～17:00 
※シフト制、実働4h 
※残業なし

勤　務▶シフト制
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、車通

勤可、制服貸与、受動喫煙対策有

千歳市上長都1041-10

まずはお気軽にお電話ください。

食肉加工

スタッフ募集！

0123-29-5806
株式会社アイケーコーポレーション

千歳 パ 食肉加工

勤務日数 
ご相談ください

期　間▶雇用期間の定め無し
仕　事▶ 大型車・特殊車・パッカー車・バキューム車など

の作業車両の点検、整備、修理。 ※試用期間6ヶ
月間は契約社員としての雇用となります。

資　格▶ 自動車整備の学校等で学んでいた方であれば
未経験者も可、経験者優遇、ブランクOK、シニ
アも可

給　与▶ 月給200,000円～ ※経験・スキルを考慮
時　間▶ 8:30～17:00 ※実働7.5h、休憩1h 

※基本残業なし （状況によりお願いする場合有）
休　日▶ 4～12月/土曜日(月1～3日、会社カレンダー

4～12月/による）、日曜日 
1～3月/土曜日、日曜日 
GW、お盆、年末年始

待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、作業服貸与、残
業手当、燃料手当、家族手当、配偶者手当、子ど
も手当、有給休暇、技術手当、資格手当、住宅手
当、精勤手当、車通勤可、 
受動喫煙対策有

まずはお気軽にお電話ください。
 23-1712 担当/佐藤

千歳 正 車両整備

車両整備士募集!!

千歳市流通
1丁目3-6協業組合 カンセイ

0120-095-350

当社HPお問合せフォームからも応募できます。

https://speed-hokkaido.jp/

期　間▶ 4/15～11/5 （通年雇用も可） 
※勤務開始応相談、期間前の入職も可

仕　事▶ レンタルコーナー、売店・デザートレーンでの接客・販売等 
バックヤードグリル（団体昼食の用意・片付け）

時　間▶9:00～17:00 ※冬期時間変動有
給　与▶時給1,300円

勤　務▶4週8休
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通勤可、駐車場完

備、制服貸与、正社員登用有、受動喫煙対策有
勤務先▶苫小牧市美沢（新千歳空港より車で15分）

共
通
項
目

苫小牧 派 調理、受付、販売、接客

  
期　間▶3ヶ月更新
仕　事▶ 調理
資　格▶  調理師免許保持者、 

調理経験1年以上（ジャンル問わず）
時　間▶ 8:30～17:00 ※休憩1h、残業なし
給　与▶時給1,500円 ※スキルによる、要相談

・正社員登用制度有 ・社員寮利用可（空き状況による）

スピード北海道株式会社
一般労働者派遣事業（派01-300425）　有料職業紹介事業（01-ユ-300238）

函館市新川町1-24  R4TM新川町 5F

自然と笑顔あふれる
職場環境でのびのび

働きませんか

35-5880 受付/10～14時

のハンバーグを作っています！
期　間▶ 初回2ヶ月、以降更新有 ※定年75歳、誕生月末日迄
仕　事▶ 店舗へ出荷する品物の検品、開梱、ピッキング、出荷
時　間▶ 4:00～9:00、9:00～16:00 

※扶養範囲内勤務可能 ※詳細は面接時応相談 
※休憩/ 1日の勤務が6hを超える場合45分以上、 

8hを超える場合60分以上
　　　　※残業/月0～5h程度
給　与▶ 時給960円 ※4～8時は時給1,200円
勤　務▶週2～5日
待　遇▶ 交通費補助有、車通勤可、駐車場有、制服貸与、敷地内禁煙、Wワーク可能、

社会保険加入可能（一定の条件有）、髪色自由、年齢不問、FIRE卒業者歓迎

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡担当/山口
★ エコバス「北恵庭駐屯地」から徒歩8分
★ 中央バス「柏木工業団地」から徒歩7分株式会社アレフ

恵庭市北柏木町3丁目160-1北海道工場

アレフのお店で使える20%割引券が

毎月5枚もらえます!

長期のお仕事をお探しの方へ急募
恵庭 パ 配送

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶校内の日常清掃
資　格▶ 車通勤可能な方 ※無料駐車場有 
時　間▶ 7:30～11:00 ※残業なし
給　与▶時給950円～　　勤　務▶ 月～金
休　日▶土日祝、季節休校に合わせてお休み有
待　遇▶  交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、賞与有、 

試用期間2ヶ月有、受動喫煙対策有
勤務先▶ 公立千歳科学技術大学（千歳市美々758-65）

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶ 新千歳空港国際線ターミナルビル内共用部の 

日常清掃
資　格▶学歴・年齢不問
時　間▶ 契/8:00～17:00、12:30～21:00　 

※休憩1h ※残業なし 
パ/8:00～21:00の間で要相談

給　与▶ 契/月157,500～168,000円 
パ/時給1,000円

休　日▶ 契/月9～10日　シフト制　パ/週1～5日勤務
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、制服貸与、試用期間

2ヶ月（同条件）室内に喫煙スペース有
勤務先▶ 新千歳空港国際線ターミナルビル

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 新千歳空港隣接の貨物ターミナル内の清掃全般、従

業員の送迎業務(社用車使用）
資　格▶64歳以下（定年雇い止めの為）、学歴・資格不問
時　間▶ 7:00～16:00　※休憩105分　※残業なし 

※パート応相談
給　与▶ 請/基本給137,580円～+業務手当/月12,000円 

 +調整手当/月13,000円 
パ/時給950円

休　日▶請/4週7休　パ/週1～5日勤務
待　遇▶ 各社保完備、運転手当1,200円/回、賞与有、制服貸与
勤務先▶ 新千歳空港貨物ターミナルビル

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 見積書・報告書の作成（PC使用）、設備の巡回点

検や修繕工事立ち合い、簡易的な修繕対応、施
設内の巡回

資　格▶経験・資格不問、経験あれば尚可
時　間▶ 8:00～17:00、11:30～20:30 

※シフト制(実働8h)
給　与▶時給950円～　　勤　務▶月10日前後
待　遇▶ 社保完備、交通費全額支給、制服貸与、試用期間

2ヶ月(同条件)、屋内原則禁煙（一部喫煙室、屋
外喫煙場所有）

勤務先▶ 千歳ステーションプラザ(千歳市千代田町7丁目)

まずはお電話ください! 面接は勤務先で行います。

011-271-1749【札幌事業部】担当/佐藤

千歳市柏台南1丁目3番1（千歳アルカディア・プラザ3F）千 歳 営 業 所

 ① 清掃スタッフ （パート）  ③ 清掃スタッフ （契約・パート）

 ④ 清掃スタッフ （請負・パート）

 ② 複合商業施設の管理 （パート）

■許可番号 派01-300570

千歳 契 パ 他 清掃パ 複合商業施設の管理

送迎有




