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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】

資　格▶介護福祉士もしくは実務者研修修了者
給　与▶�月給150,000円〜　※別途夜勤手当支給 

※処遇改善手当支給（年3回）
時　間▶�①7:00〜15:30　②9:00〜17:30�

③11:00〜19:30　④17:00〜翌9:30�
※残業月10h程度

休　日▶�シフト制（年間休日120日以上）

資　格▶介護福祉士もしくは実務者・初任者研修修了者
給　与▶�時給950〜1,000円 

※契約期間に応じて賞与・処遇改善手当支給有
時　間▶�7:00〜19:30の間で応相談　※残業なし
勤　務▶勤務日数応相談

職 員 募 集
年間休日120日以上 事業所内保育施設あり医療法人 資生会 ホームページにて、

求人情報随時更新中♪

医療法人 資生会 〒066-0067 千歳市桂木1丁目5-7

（クリアコート）澁谷27-323227-3232電話連絡の上、写真付履歴書を下記住所へ送付ください。
お勤め中の方もまずはお電話ください。〈勤務開始日応相談〉

受付/平日（月〜金）9:00〜17:00

［正職員］ 介護職員（入所）

［パート］ 介護職員（入所）

《全体共通項目》
期　間▶正/雇用期間の定めなし　パ/1年毎の更新制�
勤務先▶�介護老人保健施設クリアコート千歳�

千歳市桂木1丁目5-7
待　遇▶�各種社会保険完備（勤務時間による）、交通費規定

支給、制服貸与、車通勤可、さぽーとさっぽろ加入、
昇給年1回、賞与年2回、施設内禁煙

千歳 正 パ 介護職員

コース管理コース管理(契約社員)(契約社員)募集!!募集!!

るるまっぷパーク 
ゴルフコース

〒061-1356 
恵庭市西島松275

【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▶�パークゴルフコースの芝生の整備等
資　格▶�経験者優遇、自力通勤可能な方
給　与▶�月200,000円
時　間▶�8:00〜17:00　※実働8h�

※休憩1h、状況により�
　早出・残業の場合有

休　日▶�日曜、他シフト制（隔週で週休2日）
待　遇▶�雇用・労災保険、受動喫煙対策有

恵庭 契 コース管理

090-6268-9628

期　間▶6ヶ月毎の更新制
仕　事▶院内の日常清掃
給　与▶�時給920円
時　間▶�①7:00〜16:00�※実働7h、休憩2h　�

②7:00〜11:00�※実働3.5h、休憩0.5h�
※①②シフト制�※残業なし

勤　務▶�週2〜4日�※希望日数応相談�
★日曜日はお休みです。

待　遇▶�労災保険、雇用・社保完備（法定通り）、�
交通費規定支給、制服貸与、敷地内禁煙

勤務先▶千歳市東雲町1丁目11番

株式
会社

清掃スタッフ募集!!清掃スタッフ募集!!
未経験者もシニアも歓迎♪

まずはお電話ください。面接は千歳で行います。

札幌市中央区南1条
西7丁目12�都市ビル2F�

平日9〜18時
担当/小松011-271-5038応募

北光管理サービス

千歳 パ 日常清掃スタッフ

千歳市幸町6丁目18-3　千歳駅前ビル1F

ハウスドゥ 千歳駅前
https://chitoseekimae-housedo.com/recruit/

千歳 正 パ ア 営業サポート
期　間▶雇用期間の定め無し　※原則更新
仕　事▶�営業サポートのお仕事（売買・賃貸）、物件登録等の

入力作業、間取り図面作成、物件の写真撮影、お客
様の問い合わせ対応、看板の設置や、現地不動産の
オープンハウス準備、チラシ広告のポスティング、
ほか付随する業務

資　格▶�要普通自動車免許
給　与▶�正/月給188,000円（資格手当は別途）
　　　　パ・ア/時給950円〜
時　間▶�正/9：30〜18：30�※残業月10h程度（全額支給）
　　　　パ・ア/9：30〜16：30のうち実働5h程度
������������例�（a）10：00〜15：00　（b）10：30〜15：30
　　　　　�（c）11：30〜16：30　
　　　　※変更OK！ご要望をお聞かせください。
休　日▶�水曜定休、年末年始、GW、お盆
　　　　正/会社カレンダーに従い８〜９日
　　　　パ・ア/週休二日制（土日のどちらかのお休みOK）

待　遇▶車両借上手当（20,000円）、通勤手当（上限15,000
　　　　円）、資格手当（宅地建物取引士10,000〜20,000
　　　　円）、賞与年２回（業績による）、社保完備
　　　　※パート・アルバイトの方は
　　　　扶養内での勤務もOK
　　　　（雇用保険のみ加入）

　 25-3860 受付/10〜18時
担当/大澤応募

当社では、有給休暇の取得を
推奨しています！！

仕　事▶事務所・仮設トイレ等の日常清掃
資　格▶未経験者・シニアの方も歓迎、車通勤可
給　与▶時給950円
時　間▶�13:00〜15:00の間で、�

月・水・木/1h　火・金/2h（休憩なし）
休　日▶土・日、年末年始

《共通項目》
期　間▶1年毎の更新
待　遇▶�労災保険、交通費規定支給、受動喫煙対策有、�

①②のみ制服貸与

0123-24-0800

親切･丁寧に指導いたします！ 
シフト応相談！  
60歳以上の方も歓迎の方も歓迎！

時給アップしました！！清掃員募集清掃員募集

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

❶ 航空自衛隊千歳基地内（男・女パート） ❸ 千歳乃湯えん

❷ 千歳市柏台

仕　事▶�隊舎の清掃�
（共用部分、廊下、トイレ、風呂場）

資　格▶未経験者歓迎、車通勤可
給　与▶時給920円
時　間▶�8:00〜17:00の間で5h（休憩なし）
勤　務▶�月・金　※お盆、年末年始はお休み

仕　事▶�浴場、脱衣室等の清掃
資　格▶未経験者・シニアの方も歓迎、車通勤可
給　与▶時給950円（GWと年末年始は割増料金有）
時　間▶�5:30〜9:00�

（実働3.5h、休憩なし、時々0.5h延長有）
勤　務▶年中無休/シフト制（土日のみ出勤も可能）

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

男女問わずご応募ください

仕　事▶�①バイクまたは軽四輪で郵便物等の配達�
②郵便局内で郵便物等の仕分け

資　格▶�自力通勤可能な方、①は普通自動車免許または
自動二輪免許（原付可）

給　与▶�①時給1,100円 
　※契約更新後の最高時給1,580円 
②時給940円 
　※契約更新後の最高時給1,100円

時　間▶��①8:00〜21:00の間で8時間勤務�
�②6:00〜20:00の間で3〜8時間勤務�
※休憩1h、勤務時間外労働/月0〜10h�
※詳細については別途説明

勤　務▶�週平均5日（シフト制）
期　間▶�長期/6ヶ月（試用期間2ヶ月有）�※契約更新制度有
待　遇▶�社会保険制度有、交通費規定支給、施設内分煙、

①のみ制服貸与�
契約更新後/�昇給制度・有給休暇制度・賞与・正社

員登用制度有

0570-943-489
※ナビダイヤル:その他3番の3をお選びください。

受付/平日9時〜17時　担当/星・白鳥

未経験者歓迎！　お気軽にお電話ください！

恵庭郵便局 スタッフ募集！

恵庭市住吉町2丁目5-12
日本郵便 株式会社 恵庭郵便局

恵庭 契 配達、仕分け

千歳
栄養士/契約社員

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶�給食調理全般、衛生管理、調理員への衛生教育、�

衛生帳票管理、報告書等の作成
資　格▶��管理栄養士、栄養士�※実務経験2年以上
給　与▶ 月給200,000円〜 

賞与年2回（150,000円/回）
時　間▶�①7:00〜16:00�②8:00〜17:00�

※実働8h、休憩1h�
※状況によっては延長の可能性有

勤　務▶週5日　　　休　日▶�日・祝
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�

駐車場有、敷地内禁煙、制服貸与

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶給食調理業務全般
資　格▶学歴・資格・年齢不問、経験者優遇
給　与▶時給950円
時　間▶�①8:00〜11:30�②8:00〜15:00�

③7:30〜16:00�④8:30〜14:00�
※残業なし、②③④休憩1h

勤　務▶�月〜土（週4日程度）�※規定シフトでの交代制
休　日▶日曜・祝日�
待　遇▶�交通費規定支給、昇給有、有給休暇、駐車場有、�

敷地内禁煙、制服貸与

履歴書 ( 写真貼付 ) を郵送ください。追って面接日をお知らせします。

千歳市第2幼稚園 千歳市立認定こども園ひまわり
千歳市新富1丁目6-21  千歳市新富2丁目4-60

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社
千歳営業所 〒066-0028�千歳市花園5丁目7-3-103

★面接日・勤務開始日ご相談ください！

［担当］大野0123-42-1831

契 栄養士ア パ 給食調理員

シフト
時間
応相談

勤務先 勤務先

給食調理員/アルバイト・パート

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶�①箱折り作業��

②封筒作り（発送用、スタンプ押し）�
③製品のシール貼り作業�
④PCによるネット販売の登録、梱包、�
　発送業務�
⑤レザークラフト加工

資　格▶�障がい者手帳、受給者証をお持ちの方�
（手帳をお持ちでない方もご相談ください。）

給　与▶�工賃/1日950円
時　間▶10:00〜14:00�※応相談
勤　務▶�月〜金�※応相談
待　遇▶�無料送迎有、食事有（自己負担/100円）、余

暇活動有、施設内禁煙

就労支援B型事業所　ジョブタス千歳勇舞事業所就労支援B型事業所　ジョブタス千歳勇舞事業所
千歳市勇舞6丁目7番地2千歳市勇舞6丁目7番地2 ◆事業所番号/0111100905◆事業所番号/0111100905

まずはお気軽に 
お電話ください。 0123-29-4980

全て送迎いたします!全て送迎いたします!
千歳・恵庭・安平・長沼千歳・恵庭・安平・長沼

障がいのある方のためのお仕事です。障がいのある方のためのお仕事です。

千歳 他 製作他

月1日、週1日〜 月1日、週1日〜 
対応します!対応します!

子どもの体育アシスタント募集子どもの体育アシスタント募集

お電話またはメールにてご連絡ください。 見学可お電話またはメールにてご連絡ください。 見学可

E-mail:kfa@kodomo-k.org
080-6097-4002

子ども体づくり協会 恵庭市恵み野東7丁目
7-123�（事務局）�

期　間▶4月〜　※1年毎の更新
仕　事▶�幼児〜小6の体育教室での講師のアシスタン

ト。現場へ直行・直帰となります。
資　格▶未経験者歓迎、ダブルワークもOK
給　与▶�時給1,400円〜 ※経験・能力による
時　間▶�毎週水/16:00〜18:00�

毎週金/15:00〜17:00�or�18:10�※残業なし
勤　務▶�①水（千歳市内）�②金（恵庭市内）�

※①②両方もしくは選択可
待　遇▶Tシャツ支給、車通勤可、研修有、施設内禁煙

千歳・恵庭 パ 体育アシスタント

大学生も可!大学生も可!子どもが好きな方!子どもが好きな方!
駐車場受付スタッフ

千歳市美々
2187-2アイシーパーキング

011-398-9471011-398-9471担当/堀まずはお電話くだ
さい。面接時履歴
書は不要です!

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶�受付カウンターにて�

利用者様や電話の対応
資　格▶未経験者歓迎、経験・年齢不問
給　与▶時給920円〜
時　間▶�6:00〜14:30(実働7.5h)�

※休憩1h、残業なし
勤　務▶�週1日〜OK、平日・土日のみ勤務OK　�

※シフト制、曜日・時間応相談
待　遇▶�労災保険、昇給有、交通費規定支給、車通勤

可、受動喫煙対策有（屋外にて喫煙可）

千歳 ア パ 受付

22~~33名名
募集中募集中

ゴルフ場のいろんなお仕事！

簡単な運搬作業です !!

期　間▶4月〜11月中旬まで
勤務先▶恵庭市島松
仕　事▶�【①フロントスタッフ】フロント業務、予約対応その他�

【②コース管理】コース管理業務、芝刈り等�
【③カート整備】カート整備及び修理その他

資　格▶未経験者歓迎、車通勤できる方
時　間▶�6:00〜16:30の間で4h〜�※残業なし�

※フルタイム可�(休憩1h)
給　与▶�①時給1,200円�②③時給1,150円
勤　務▶週3〜5日
待　遇▶労災保険、交通費規定支給、受動喫煙対策有

期　間▶長期�
勤務先▶新千歳空港
仕　事▶空港で台車を使用した簡単運搬作業
資　格▶要普通免許、未経験者歓迎
時　間▶�5:00〜14:00�※休憩1h、残業なし
給　与▶時給1,100円
勤　務▶週4日〜OK�※応相談
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

受動喫煙対策有

■労働者派遣業（派01-300538）�■有料職業紹介事業（01-ユ-300390）

電話/ 011-211-1116 （9〜18時受付）

ノースキャリア

郵送/ 〒064-0808　札幌市中央区南8条西10丁目 
1277-1 サンライズ5 2F

http://northcareer.com/

応
募

千歳・恵庭 派 フロント、コース管理、整備、運搬

電話・HP・写真付履歴書郵送のいずれかでご応募ください。

有限会社 イーワークス 人材派遣業 派01-300151職業紹介 01-ユ-300083
恵庭市京町80番地恵庭商工会議所ビル1F

お電話またはE-mailでお問い合わせください。

0123-33-5555 info@eworks-jobnet.com

★社食が安くておいしいですよ！
仕　事▶�樹脂部品の加工と機械オペレータ
資　格▶�不問
時　間▶�6:30〜15:20、14:30〜23:20�

※休憩60分�※残業ほぼなし�
※2交代制勤務

給　与▶�時給1,250円(資格・経験などにより決定) 
※22時以降深夜割増有

休　日▶�土日祝ほか、ＧＷ・お盆・年末年始

★社員へのステップアップ可能
仕　事▶�倉庫内でのピッキング・運搬
資　格▶�フォークリフト技能講習修了者
時　間▶�8:40〜17:10�

※休憩60分、残業/月1〜20h程度
給　与▶�時給1,250〜1,500円 

(資格・試験などにより決定)
休　日▶�土日ほか、ＧＷ・お盆・年末年始

期　間▶�長期（3ヶ月毎の更新制）
勤務先▶�恵庭市
待　遇▶�各種保険完備、無料駐車場�

完備、交通費規定支給、�
室内原則禁煙（喫煙室・所有）

共通項目

おお仕事登録相談会仕事登録相談会

9:00〜12:009:00〜12:00（最終受付 11:30）（最終受付 11:30）

場
所

日
時

恵庭市民会館恵庭市民会館
（恵庭市新町10番地）（恵庭市新町10番地）

2828㊋㊋22//
市民相談室市民相談室

恵庭 派 ピッキング・運搬、部品加工・機械オペレータ

いますぐホームページで新着の求人情報をチェック！▶

期　間▶�雇用期間の定めなし
仕　事▶�接客・レジ・店内清掃・品出し。（本店では、

簡単な味付け・袋詰めも有）
資　格▶�未経験者歓迎、千歳店は食品衛生責任者優遇
時　間▶�①9:00〜14:00�②14:00〜19:00�

※①②シフト制、応相談　※残業なし
給　与▶�時給950円　試用期間3ヶ月/時給920円
休　日▶�本店/水曜日、第1.3.5火曜日�

千歳店/火曜日・水曜日
待　遇▶�交通費当社規定支給、車通勤可、制服貸与、

従業員割引有、業績により金一封有、�
店内禁煙

勤務先▶�本店/北広島市新富町東1丁目6-1�
千歳店/千歳市勇舞8丁目6-7�
　　　�千歳ゆうまいタウンプラザ

北広島市新富町東1丁目6-1

011-375-8584
肉や　りょうちく

担当/安芸

千歳・その他 ア パ 販売

まずはお気軽にお電話ください。

販売スタッフ募集!

千歳に千歳に新店  　 新店  　 
OPENOPEN予定!予定!

3/33/3


