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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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千歳・恵庭のおともだち 応募の
きまり

　kodomo@chanto.biz

E-mail 投稿のみ受付です。①お子さまの画像（640 × 480 ピ
クセル以上、縦向き、1メールに 1点のみ添付）②お子さまの
名前（愛称不可、必ずひらがな表記）③投稿者の住所（町名ま
で、枝番不要）④投稿者の名前（ペンネーム可）を明記のうえ、
左記メールアドレスまでお送り下さい。１週間につき応募は１
通でお願いします。
※応募多数のため、掲載の時期、可否については一切お答えで
きません。

※一度投稿が掲載された方は、その後１ヶ月間のご応募をお控
え下さい。
※兄弟姉妹、お友達同士はなるべく「集合写真」でお送り下さ
い。集合写真は横向きでもＯＫ！　投稿前にお友達に掲載の許
可をとってからお送りください。
※性別年齢問わず、衣服を着用した画像をお送り下さい。　（お
風呂で撮影したもの、下着姿、水着姿などは掲載不可、または
トリミングしての掲載となることがあります）

北海道クリーン開発㈱ 〒053-0016
苫小牧市寿町2丁目3-14

応 募

◆ちとせモール
時　間▶�8:00〜11:30
勤　務▶�週3日程度（シフト制）
給　与▶時給861円
資　格▶未経験者歓迎、性別不問
待　遇▶�労災保険、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は勤務先にて行います。委細面談。

ショッピングモールのショッピングモールの

清掃スタッフ清掃スタッフ

未経験者歓迎！！

60歳以上の
方も大歓迎！

（田口）
☎0144-33-6323
　080-2871-5294

千歳 パ 清掃

Qua ity & Discount

365恵庭店
恵庭市黄金南
6丁目10番地4

まずはお電話でお問い合わせください。
後日面接日をご相談させていただきます。 

担当/採用係☎39-5555

◆レジ《学生歓迎》
時　間▶�①16:00〜21:00�

②17:00〜22:00
給　与▶時給881～931円
勤　務▶�日数・休日応相談
待　遇▶�有給休暇、制服貸与、�

雇用保険、交通費規定支給

日数・休日応相談！
恵庭 ア パ レジ

㈱西洋軒
千歳市千代田町1丁目1-7

☎23-2216電話連絡の上、写真付履歴書を
お持ちください。【担当】岩崎

RESTAURANT

SEIYOKENSEIYOKEN

仕　事▶�まかない作り、洗濯等
資　格▶�未経験者歓迎、60歳まで�

(定年雇用止めのため)�
※再雇用制度有/65歳まで

給　与▶�日給6,500～6,700円  
※頑張り次第で昇給有

時　間▶�8:30〜16:30（休憩有）
勤　務▶週2〜3日（シフト制週2〜3日（シフト制�））
待　遇▶交通費補助有

急募 
2名 炊事係炊事係

長く安定長く安定してして
働けます!働けます!

女性女性
歓迎歓迎

扶養内扶養内
OKOK

家庭料理家庭料理ができればOK！ができればOK！

千歳 パ 炊事係

◆葬儀場での館内日常清掃、ベッドメイク
時　間▶�葬儀の施行状況による　�

※例/13:00〜18:00、8:30〜14:00
勤　務▶葬儀施行時
給　与▶�時給900円
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、�

ベッドメイク手当有
勤務先▶�やわらぎ斎場恵庭/恵庭市有明町6丁目1-25

お時間に余裕のある方お待ちしております♪

(株)東洋実業 恵庭営業所
恵庭市黄金中央1丁目13-11��クレール黄金1F

応募 ☎33-8225 ［担当］
採用係

清掃スタッフ清掃スタッフ募集!募集!

WワークWワーク
OK!OK!

恵庭 パ 清掃

仕　事▶�中古車の洗浄ラインでのシートや�仕　事▶�中古車の洗浄ラインでのシートや�
ボディ洗浄、加修作業等ボディ洗浄、加修作業等

勤務先▶�トヨタカローラ札幌㈱総合物流センター
休　日▶�日曜・祝日、他シフト制（月7〜10日）�

★GW・お盆・年末年始の長期連休有�
　（年間所定休日108日）

時　間▶�9:00〜17:00
給　与▶�時給920円～ 

（月22日勤務の場合、月収141,680円以上可能）
資　格▶�要普通自動車運転免許（運転経験1年以上）
待　遇▶�交通費当社規定支給、社会保険完備、作業服貸与、

有給休暇制度有、能力に応じて昇給有

恵庭市北柏木町3丁目73

まずはお気軽にお電話ください。面接日時をお知らせします。
写真付履歴書をお持ちください。

トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター

担当/
佐藤・傳法(デンポウ)☎0123-47-8000

男女ともに
活躍中!!

◆◆40〜50代も活躍中!!40〜50代も活躍中!!		
◆◆昇給有昇給有		
◆◆マイカー通勤可能!	マイカー通勤可能!	
◆◆お休み充実お休み充実

中古車中古車のの洗浄ライン      洗浄ライン      
作業スタッフ作業スタッフ

恵庭 契 洗浄ライン作業スタッフ
正社員2職種パート1職種募集!!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭市住吉町
2丁目1-3富士交通㈱
担当/金田一☎0123-33-6271☎0123-33-6271

待　遇▶�社保完備、試用期間3ヶ月有《共通項目》

時　間▶�日勤/8:00〜17:00（実働8h）��
　　�※時間外勤務有�
隔日勤務/8:00〜24:00�
　　　　�※早出・時間外勤務有�
※�日勤・隔日勤務のシフト制

休　日▶シフト制
給　与▶�月給15万円～ ※売上により歩合給追加支給
資　格▶�普通二種以上�

ハイヤー
乗務員

〈正社員〉

女性も
活躍できる!

トラック
乗務員

〈正社員〉 仕　事▶�トラックでの配送業務
時　間▶�7:00〜16:00�※早出、時間外勤務有
勤　務▶�週5〜6日�※シフト制
給　与▶�4t/月23万円～  

8tクレーン付き/月25万円～
資　格▶�中型免許

スクールバス
補助員

〈パート〉

扶養内
勤務可

時　間▶�①6:00〜8:00　�
②13:00〜16:00または、�
　13:00〜20:00

勤　務▶週5日�※応相談
休　日▶土日祝、夏・冬休み有
給　与▶�時給1,000円

恵庭 正 パ 下記参照

スタッフスタッフ
大募集!!大募集!!
期　間▶�即日〜通年
資　格▶�未経験者歓迎、シニアも歓迎
時　間▶�9:00〜16:00もしくは9:00〜18:00
休　日▶�土日祝�※会社カレンダーによる
給　与▶�時給861円～
待　遇▶�各種保険完備、交通費規定支給、�

車通勤可、制服貸与、週払い制度有、�
無料送迎有、試用期間2ヶ月

勤務先▶�千歳市泉沢

一般労働者派遣事業（派01-300285）
千歳市東雲町
1丁目9-6㈱マグナクルー

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

★随時面接致します
【月〜金曜】9〜18時0120-357-337

080-5729-7602�（土・日曜、祝日）

無料送迎あります！ カ
ン
タ
ン
作
業
♪

カ
ン
タ
ン
作
業
♪

◆食料品の検査包装、箱詰め、ラベル貼り等

千歳 派 下記参照

（有）桑山緑化
■花苗生産・販売

担当/桑山☎33-8062☎33-8062
�電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

小さいお子さんがいても大丈夫!小さいお子さんがいても大丈夫!
勤務日・時間ご相談に応じます♪勤務日・時間ご相談に応じます♪

30〜50代30〜50代活躍中！活躍中！

恵庭市中央525番地
（桑山農園）

◆農作業員
仕　事▶花・野菜苗物出荷作業
給　与▶�時給900円～ 

※試用期間1週間有
時　間▶�8:00〜17:00の間で実働4〜8h�

①8:00�or�8:30〜17:00�
　※8時と17時の送迎応相談�
②8:00�or�8:30〜12:00��
③13:00〜17:00�
★時間・休日など応相談

◆ドライバー兼作業員
給　与▶時給1,000円～
時　間▶�8:00〜17:00
《共通項目》
資　格▶�要普免、マイカー通勤できる方
期　間▶�即日〜（要相談）
休　日▶週1日以上
待　遇▶�労災保険、雇用保険、精勤・皆勤手当（20日以上）、

繁忙期手当

主婦（夫）さん
歓迎！

恵庭 パ 農作業員、ドライバー兼作業員
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