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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
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仕　事▶ ご自宅を訪問し､買い物･掃除･移動等
期　間▶即日～令和5年3月31日（更新の可能性有）
資　格▶ 普通自動車免許、介護福祉士又は介護職員初任者

研修修了（旧ヘルパー2級）以上
給　与▶ 週5日勤務/時給1,260円～ 

週4日勤務/時給1,220円～ 
※いずれも処遇改善手当を含む

時　間▶規定による ※残業無
勤　務▶ 週４～5日（応相談） ※シフト制
待　遇▶ 年1回一時金支給、昇給制度有、介護福祉士手当、

通勤・車両借上手当他、社保加入可能（時間数によ
る※希望者のみ）、敷地内全面禁煙

★有給を取得しやすい！
★1年以上、離職者ナシ！長く働ける環境です。

恵庭市末広町
125番地1

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

時間相談
できます♪

担当/笹川まずはお電話ください。  0123-33-1120

ホームヘルパー募集!
恵庭 パ 訪問介護員 千歳 正 パ 歯科衛生士パ 助手・器具洗浄、準備

《共通項目》
期　間▶雇用期間の定めなし
休　日▶ 週休2.5日
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、敷地

内禁煙 
【正】社保完備、昇給有年1回、賞与有年2回 
【パ】労災・雇用保険

週4.5日勤務 週休2.5日

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

採用係0123-23-7005応募

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

時　間▶ 9:30～19:00（月・火・木・金・土曜） 
（水曜は休診、土曜は13:00まで）

給　与▶ 月給220,000円～ 
試用期間2ヶ月/時給1,200円

❶歯科衛生士/正社員

❷歯科衛生士/パート
資　格▶歯科衛士、経験者優遇
時　間▶9:30～13:00 15:00～19:00
給　与▶ 時給1,400円～ 試用期間2ヶ月/時給1,200円
❸助手・器具洗浄、準備/パート
資　格▶ 未経験者OK、経験者尚可
時　間▶15:00～19:00
給　与▶ 時給1,100円～ 試用期間2ヶ月/時給950円

千歳・その他

期　間▶長期
仕　事▶客室清掃
資　格▶土日・祝日勤務可能な方（出来る限り）
時　間▶ 7:00～18:00（2h～OK）　※残業なし
給　与▶ 平日/時給1,000円 

※7:00～9:00は時給1,200円 
土日祝/時給1,100円 

※7:00～9:00は時給1,300円
勤　務▶ 土日どちらかまたは両方を含む週2日～
待　遇▶ 交通費全額支給、制服貸与、 

有給休暇、受動喫煙対策有
勤務先▶ ①Fヴィレッジタワー11　 

②ANAクラウンプラザホテル　 
③Minn千歳（旧Adamas千歳）　 
※①～③シフト

応　募▶ まずはお気軽にお電話ください。

札幌市東区 
北41条東5-2-14

（受付/10～14時）
（採用担当） 090-3130-7243 

ホクトサービス㍿

年齢・性別不問交通費全額支給

土日祝/時給1,100～1,300円
平日/時給1,000～1,200円

ア パ 客室清掃スタッフ

★扶養内勤務可     ★土日のみもOK
★マイカー通勤OK ★学生OK（高校生も可）

まずはお電話のうえ、写真付
履歴書をお持ちください。 23-0501

千歳市高台5丁目1-5㈲M.D.N.TRANS

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 運送業・警備業・清掃業のデータ入力、電話の

対応、伝票整理、来客対応、支払等の外回りで
社用車AT軽自動車使用有

資　格▶ Excel、Wordの基本操作が出来る方、要普通免許
時　間▶ 正/9:00～18:00 ※残業なし 

パ/9:00～13:00
給　与▶正/月給160,000円 パ/時給1,000円
休　日▶土日祝
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、制服貸与、 

受動喫煙対策有、試用期間3ヶ月/同条件

◆事務/正社員・パート
千歳 正 パ 事務

SIR ル・ペタウゴルフコース

ゴルフ場スタッフ募集！

勇払郡安平町追分春日11番地

0145-25-3332 担当/採用係
【受付/9～17時】

仕　事▶ お席のご案内、後片付けなど
時　間▶ 9:00～16:00の間で3h～シフト制 

※状況により変動有
勤　務▶ 週2～6日
給　与▶  時給920円～

《共通項目》
期　間▶ 3月下旬から11月末まで
資　格▶ 未経験者・初心者歓迎 

★公共交通機関がないため車通勤出来る方
待　遇▶ 社員寮完備（個室）、交通費規定支給(上限20,000

円)、制服貸与、労災・雇用保険有、業務終了後の
ゴルフ練習自由、社内ゴルフコンペ有（任意）、 
受動喫煙対策有

応　募▶電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

仕　事▶ コース管理
時　間▶ 6:00～15:30（実働8h） 

※状況により変動有 ※休憩1h
休　日▶週休制（土曜日または日曜日）
給　与▶  時給1,050円～

 ◆コース管理スタッフ  ◆調理補助・洗い場スタッフ

 ◆レストランホールスタッフ

仕　事▶ 簡単な調理、盛り付け、食器洗浄など
時　間▶ 7:00～16:00の間で4h～シフト制 

※状況により変動有
勤　務▶ 週2～6日
給　与▶  時給1,000円～

メールでの応募も可 lepetaw@gmail.com

安平 期 コース管理、ホール、調理補助・食器洗浄

北海道純馬油本舗（株）
〒066-0056 千歳市白樺2丁目5-12

0123-48-4711

期　間▶ 即日～6月末頃　
 仕　事▶ 基礎化粧品の梱包業務、他軽作業
給　与▶ 時給920円
時　間▶ 9:00～17:00 ※休憩1h、残業なし
勤　務▶月～土の間で週1～3日 ※応相談
休　日▶日祝
資　格▶ 未経験者歓迎、PC入力可能な方尚可
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

施設内禁煙
応　募▶まずはお電話ください。

短期スタッフ募集!
千歳 期 梱包

期　間▶ 長期 ※5名程度
仕　事▶ 主に以下のような、自治体が行っている「ふるさと納税」

のお仕事をサポートする事務センタースタッフを募集。 
・各種お問い合わせの対応業務スタッフ（メール、電話） 
・お礼品事業者への受発注業務スタッフ 
・事務所到着書類の整理、書類印刷業務スタッフ 
・お礼品情報の登録、運用業務スタッフ 
※面接内容を踏まえ決定いたします。

資　格▶ 学歴不問、主婦（夫）歓迎、未経験者歓迎、メール・電話対
応できる方歓迎、簡単なパソコン操作やブログなどを
使ったことのある方

メール又はお電話でご連絡ください! 面接は勤務先（恵庭）で行います。応募

011-700-5588（札幌支社） saiyo@ccs1981.jp 恵庭市京町56-1 MY恵庭ビル5階 https://www.ccs1981.jp/

中央コンピューターサービス㈱ 
恵庭ビジネスデザインセンター

スタッフ増員募集!! 専門知識不要!
恵庭 契 一般事務業務

業務拡大
により

給　与▶時給1,000円 
時　間▶ 8:30～17:30（実働8h ※応相談）  

※休憩1h ※残業なし
勤　務▶  週5日　　　休　日▶ 土日祝
待　遇▶ 各種社会保険完備、交通費規定支給、有給休

暇、マイカー通勤可（一定条件有）、敷地内禁
煙、昇給実績有 ※長期のみ業績により期末
手当支給制度有（過去2年間支給実績有）

勤務先▶ 恵庭市京町56-1 MY恵庭ビル5階 
（恵庭市役所の近く）

事務職未経験者の方も活躍しています。

有名コンビニスイーツ製造

未経験者も大歓迎!
★男女ともに活躍中♪ ★未経験者歓迎！

恵庭 正 製造全般

㈱デザートランド北海道工場
恵庭市戸磯201-20

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡
「Ｑ人ナビを見た」とお伝えください！お気軽にお電話を！随時受付♪

応 募 0123-34-0800

正社員募集！
◆洋生菓子の製造全般 
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 製造全般、その他商品の仕分け、出荷作業、製造準備等も有
時　間▶ 基本9:00～18:00(変動有) ※早出、遅出有 

※休憩は1h 残業は月/5～10h
給　与▶ 高校新卒/月給171,730円 

大学新卒、又は25歳以上/月給201,170円 
※残業手当、深夜割増手当（経験・能力等を考慮）別途支給 
※委細面談

休　日▶ 年間120日、月9～10日 ※月の勤務日数による
資　格▶ 未経者験歓迎
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、昇給年1回、有給休暇制度、 

産後休暇、育児休暇、制服貸与、車通勤可、交通費規定支給、 
賞与年2回、退職金制度（勤続5年以上が対象）

　「げんき茶屋」は、健康相談や介護予防、日常生活で
の心配事など買い物ついでに気軽に立ち寄れる相談窓
口として、地域の専門職員を配置し月１回開催してい
ます。相談には、地域包括支援センターや認知症地域
支援推進員等が対応しています。
　今回は「災害と衛生環境」講座を開催。避難生活に
おける清潔情報を中心に、災害に備える工夫や災害時
の過ごし方等の講話の他、いざという時に役立つ日用
品などの紹介がありました。参加者は、災害時におけ
る常備品の再認識をされていました。
　「げんき茶屋」の内容は気軽な相談窓口の開設のほ
かに、講座や電動車いすの試乗会、体力測定など月ご
とにテーマを変え開催しています。内容については、
ホームページでの掲載やちとせモールにチラシを掲示
をしておりますので
来店の際は気軽に
参加ください。
　興味のある方は
社会福祉協議会
（℡：27-2525）まで
ご連絡ください。お
待ちしています。

　向陽台コミュニティ
センターでは毎月第３
金曜日に地域住民の
方々が集まり、昔懐か
しい歌を歌って楽む
会、歌声喫茶「歌の散歩
道」を開催しています。
　約200曲の入った歌集の中から毎回違った歌を
歌っています。
　伴奏は生演奏で、ギター担当は会の代表の高田与
男さんと丸山成士さん、エレクトーンは松本光稲子
さん、サクソフォンは兼平隆さんが演奏しており、
皆さん向陽台在住の方たちです。

　会は入会金も年
会費もありません。
送迎希望の方は無
料で送迎も致しま
す。入会希望の方
は文京町内会長の
高田与男さん（℡：
28-1778）までご連
絡ください。

第 54回『地域づくり紹介』　
～北区・向陽台区域編～

千歳市社協

気軽にお立ち寄りください「げんき茶屋」
（ちとせモール）

歌声喫茶「歌の散歩道」
（向陽台コミュニティセンター）　

向陽台コミュニティーセンター
毎月第3金曜日　13:00～14:30

毎月15日（土日祝日の場合前日）　10:00～11:30
ちとせモール １階センター広場 他
（千歳市勇舞８丁目1）


