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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
千歳市北斗2丁目（国道36号線沿）Tel 0123-24-1181 

家　　  具
インテリア
介護用品

●営業時間/10:00～18:30 ●定休日/水曜日 ●駐車場完備

■オーダーカーテン
2023年 2月25日土～2023年 3月12日日 25%~50%

OFF

■お手頃価格から有名メーカー品まで取り揃え!!

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��

※本店(恵庭)は北広島店まで配送業務有
給　与▶時給920円 
資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許
時　間▶��7:30～12:00(本店/恵庭)�

7:30～11:00(北広島)�
※休憩15分、基本残業なし

勤　務▶週3日程度
《共通項目》
期　間▶雇用期間の定めなし
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、車通勤可、�

受動喫煙対策なし
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 
資　格▶�未経験者歓迎
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

スタッフスタッフ募集募集!!駐車場 厨房 時間
応相談

恵庭・北広島 パ 清掃、厨房

0123-24-0800

清掃スタッフ男女募集中
仕事に慣れるまでしっかり指導いたします。仕事に慣れるまでしっかり指導いたします。

日本管財サービス株式会社
〒066-0015　千歳市青葉8丁目3番1号

担当/高倉

期　間▶1年毎の更新
勤務先▶千歳市環境センター
仕　事▶事務所、廊下、トイレ等の清掃
給　与▶時給980円
資　格▶車通勤可能な方、65歳以上の方も歓迎
時　間▶�7:00～16:00（実働8h）�※休憩1h、残業なし
勤　務▶平日の月～金曜日（シフト制�月12日前後）
待　遇▶�労災保険、有給休暇、作業制服貸与、交通費規定支

給、受動喫煙対策有
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください。

千歳 パ 清掃

千歳

グループホーム ぬくもりの里 
グループハウス ぬくもりの家

千歳市住吉
４丁目８番１４号

入社祝い金

（規定有）2020万円万円
支給!!

初任者研修費用全額負担!!初任者研修費用全額負担!!
090-3399-5886

［パート］介護職員
仕　事▶�[日勤]お買い物や医療機関受診同行、身体ケア・食事入浴介

助、食事の調理等、[夜勤]夕食の片付け、就寝準備手伝い、夜
間の見守り、朝食準備等

期　間▶長期
資　格▶�無資格OK（介護職員初任者研修修了、介護福祉士資格あれば優遇）
給　与▶�介護福祉士/時給1,300円〜　※処遇改善費を含む 

初任者研修修了/時給1,050円〜　※処遇改善費を含む 
無資格・未経験者/時給920円〜

時　間▶�［日勤］①7:00～16:00�②9:00～18:00�③10:30～19:30�
［夜勤］④18:00～翌9:00��
※休憩1h、状況により残業の場合有�
★すべてのシフトに入れなくてもOK！�
　日勤のみ・夜勤専従等、幅広くご対応いたします。

休　日▶�シフト制
待　遇▶�社保完備（勤務による）、昇給有、交通費規定支給、有給休

（100%消化可能）、車通勤可（無料駐車場有）、処遇改善賞与
（年2回支給）、正社員登用制度有、屋外喫煙スペース有

パ 介護

応
募 受付/9～18時（人事担当直通）

さらにさらに

問い合わせだけでもOK！
［担当］
山崎0123-23-4111

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/

勤務開始日や、面接時期についてもお気軽にご相談ください。

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶�データ入力、書類作成、メッセンジャー業務、

環境整備等
資　格▶�年齢・学歴不問、PC操作（エクセル・ワード）
給　与▶�基本給:月135,000〜170,400円 

＋職務手当10,000円
時　間▶�8:45～17:15�※休憩1h�

※残業なし
休　日▶�土・日曜、祝日、年末年始（12/30～翌1/3）
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、車通勤可、正職員

への登用有、敷地内禁煙
勤務先▶�千歳第一病院（千歳市東雲町1丁目11）

病棟クラ病棟クラーークク
募集！募集！

資格がなくても資格がなくても
大丈夫!大丈夫!

医師・看護師のサポート役です♪医師・看護師のサポート役です♪

千歳 契 病棟クラーク

未経験者歓迎!未経験者歓迎!
製造製造

事務員事務員
パパンン

セブン-イレブン・ジャパン向けパンの 
製造をしている会社です。

スタッフ募集　★恵庭駅より送迎有！

恵庭

仕　事▶�オーブンからパンを取り出したり、パン生地に具
材をのせる等のパン製造補助

資　格▶�未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶�9:00～18:00、22:00～翌7:00�

※休憩1h、残業月20h程度、時間前後要相談
給　与▶�時給950円〜※22:00〜翌5:00/深夜手当有

製造スタッフ

仕　事▶電話対応、来客対応、受発注業務
資　格▶パソコン、基本的な操作が出来る方
時　間▶�8:30～17:30�※休憩1ｈ、残業/月5～10h程度
給　与▶時給1,000円

事務員

株式会社エフビーエス
〒061-1405　恵庭市戸磯47-7札幌工場

 31-0900
まずはお気軽にお電話ください。

受付/9～17時�
担当/原田・本間

パ 製造、事務員

期　間▶即日～長期　　　休　日▶週2日、シフト制
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、送
迎有、喫煙室有

◆札幌工場（恵庭市戸磯47-7）

《共通項目》

0120-095-0120-095-350350
https://speed-hokkaido.jp/

期　間▶�4/15～11/5�（通年雇用も可）�
※即日勤務可、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、レストランホールスタッフ（団体昼食の用意・片付け）

給　与▶時給1,700円
時　間▶9:00～17:00�※時間相談可能、冬期時間変動有
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、社割有、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）

苫小牧 派 受付、販売、接客、ホール

�レンタル受付、売店・デザートレーンでの�レンタル受付、売店・デザートレーンでの
販売、接客、レストランホールスタッフ販売、接客、レストランホールスタッフ

時間・日数相談可

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

時
給1,700
■未経験者・ブランクある方も歓迎
■シフトは極力希望に添って作成
　お気軽にご相談ください。

円

㈱クリーン開発 〒066-0019 
千歳市流通1丁目4番7号

■ ビルメンテナンス・廃棄物収集運搬処理・ハウスクリーニング

◆正社員
仕　事▶�現場管理（品質・安全・勤怠、顧客との調整）、清掃業務
時　間▶�22:00～翌7:00
勤　務▶�3勤1～2休
給　与▶�月額230,000円程度（深夜手当含）
待　遇▶�賞与年3回、燃料手当年2回､家族手当10,000円/人､�

社保・雇保、退職金有

清掃管理者【千歳】 新千歳空港（千歳市美々）

千歳・恵庭 正 準 パ 清掃パ 回収

◆正社員
仕　事▶�現場管理（品質・安全・勤怠、顧客との調整）、清掃業務
時　間▶�8:00～17:00
勤　務▶�3勤1～2休
給　与▶�月額204,000円〜
待　遇▶�賞与年3回、燃料手当年2回､家族手当10,000円/人､�

社保・雇保、退職金有

清掃管理者【千歳】 新千歳空港（千歳市美々）

期　間▶�正/雇用期間の定めなし�
パ/1年毎の更新制

待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、受動喫煙対策有

全体共通項目

◆準社員

時　間▶�8:00～17:00(実働8h)
休　日▶�土、日、祝日、指定日（土出勤の場合有）
給　与▶�月額164,000円〜
待　遇▶�賞与年2回、燃料手当年2回、家族手当10,000円/人、�

社保・雇保

リサイクル品分別・投入業務【千歳】 マテック（千歳市上長都）

◆パート

時　間▶�8:30～12:00(実働3.5h)、8:30～15:00(実働5.5h)�
※シフト制

休　日▶�土、日、年末年始�※勤務月15日程度
給　与▶�時給1,200円〜

回収スタッフ【千歳】 （本社 /千歳市流通）

◆フルパート/パート
時　間▶�8:30～16:00（実働6.5h)
休　日▶�土日祝、年末年始　※祝日のある土は出勤
給　与▶�時給1,000円
待　遇▶�社保・雇保

清掃業務【千歳】 札幌日清食品（千歳市上長都）
◆パート

時　間▶�8:00～12:30（実働4.5h）
休　日▶�土日祝、GW、夏季、年末年始
給　与▶�時給950円
待　遇▶�雇保

清掃業務【千歳】 パナソニック（千歳市上長都）

◆パート

時　間▶�①8:00～12:00（実働3.5h）�
②8:00～17:00（実働7h）�※応相談

休　日▶�週2～3日程度
給　与▶�時給950円
待　遇▶�雇保

清掃業務【千歳】 スポーツセンター（千歳市真町）

◆パート

仕　事▶�空きプラスチックケースの清掃
時　間▶�9:00～16:00
勤　務▶�平日/週3日程度
給　与▶�時給1,200円

清掃業務【千歳】 （千歳市泉沢）

◆パート

時　間▶�17:30～20:00（実働2.5h）
休　日▶�土日祝、年末年始
給　与▶�時給950円

清掃業務【恵庭】 恵庭市役所（恵庭市京町）

◆パート
時　間▶�①7:30～11:00（実働3.5h）月4日程度�

②8:00～11:45（実働3.75h）月8日程度�
③8:00～12:00（実働4h）月8日程度

休　日▶�週2～3日程度
給　与▶�時給950円

清掃業務【千歳】 キリンビール北海道千歳工場（千歳市上長都）

◆準社員
時　間▶�①6:30～15:30�②8:00～17:00
休　日▶�週休2日　※シフト制
給　与▶�月額164,000円〜
待　遇▶�賞与年2回、燃料手当年2回、家族手当10,000円/人、�

社保・雇保

清掃業務【千歳】 市立千歳市民病院（千歳市北光）

◆正社員
仕　事▶�清掃業務、館内ゴミ箱の廃棄物等回収
時　間▶�①8:00～1700�②13:00～22:00�

③22:00～翌7:00
勤　務▶�3勤1～2休
給　与▶�月額164,000円〜 ※別途深夜手当支給
待　遇▶�賞与年3回、燃料手当年2回､家族手当10,000円/人､�

社保・雇保

清掃業務【千歳】 新千歳空港（千歳市美々）

◆正社員
仕　事▶�現場管理（品質・安全・勤怠、顧客との調整）、清掃業務
時　間▶�①6:30～15:30�②8:00～17:00�

③6:30～17:00（1.5h残業）
休　日▶�週休2日�※シフト制
給　与▶�月額194,000円〜　※別途残業代支給
待　遇▶�賞与年3回、燃料手当年2回､家族手当10,000円/人､�

社保・雇保、退職金有

清掃管理者【千歳】 市立千歳市民病院（千歳市北光）

時　間▶�①8:00～17:00�②13:00～22:00��
③22:00～翌6:00（実働7h)

勤　務▶3勤1～2休
給　与▶�①②時給950円  

③時給1,200円（22〜翌5時/時給1,500円）
待　遇▶�社保・雇保

◆フルパート/パート

清掃業務【千歳】 新千歳空港（千歳市美々）

市内送迎有

扶養内OK

扶養内OK

フロントフロント(パート)(パート)募集!!募集!!

メイプルキャンプ場 
RVパーク

〒061-1356 
恵庭市西島松576-1

【受付/8〜17時】
担当/大藤

まずはお気軽にお電話ください。

期　間▶�4月～11月
仕　事▶�キャンプ場のフロント業務、軽微な清掃等
給　与▶�時給920円
時　間▶�8:00～19:30の間で�

6～8hのシフト制�
※6h以上で休憩1h、残業なし

勤　務▶�週3～4日
待　遇▶�労災保険、受動喫煙対策有

恵庭 パ フロント

090-6268-9628


