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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▶�年齢不問、シルバー世代歓迎、週3日以上勤務出来る方
仕　事▶�料理の補充、食器片付けなど�

誰にでもすぐに覚えられる仕事です。
給　与▶�時給900円�

※研修期間有（実働14日間/時給861円）
時　間▶�5:00～9:30
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場有）、

制服貸与、希望休日取得可、年2回ミニボーナス有

アルバイト・パート

パート

短時間労働 シルバー世代歓迎
朝食バイキングスタッフ

送迎ドライバー

2職種募集!!2職種募集!!
ホテルから空港まで定時運行（1日6便）での送り、バスの清掃等

資　格▶�大型一種免許保有者
給　与▶�時給1,000円��

※研修期間有（実働14日間/時給861円）
時　間▶�5:30～11:00�※その他時間外の勤務も有
勤　務▶�週3日以上
休　日▶�シフト制�※希望休み取得可能
待　遇▶�社保完備（勤務時間による）、車通勤可（無料駐車場有）

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちいただくかご郵送ください。

担当/�尾田☎0123-26-1155
千歳市千代田町
6丁目1番地千歳エアポートホテル

希望休み希望休み
取得可取得可

時給時給
1,000円1,000円

千歳 ア パ 下記参照

明るくて元気な方大歓迎♪
仕　事▶�農産物及び農畜産物加工品の販売
資　格▶�未経験者歓迎、高校生不可、土日祝勤務できる方
給　与▶�時給865円
時　間▶�8:00～20:00の間でシフト制（実働8h）
休　日▶��週1～2日、シフト制
待　遇▶��社保完備、交通費支給
勤務先▶�JA道央�新千歳空港店

まずはお電話ください。 

☎21-8160☎21-8160
（受付/平日9～17時）

担当／福本・高

恵庭市島松仲町2-10-14JA道央グループ（株）ジャンス

JA道央 
新千歳空港店 パート募集!!パート募集!!
千歳 パ 販売スタッフ

仕　事▶�電気設備工事（恵庭市内及び近郊）
資　格▶�未経験者歓迎、経験者優遇、要普通免許、�

電気工事士二種以上
給　与▶�月給180,000～300,000円以上　�

※能力・経験による
時　間▶�8:00～17:00�※実働8h
休　日▶�日・祝、お盆、年末年始、他（社内規定による）
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、無料駐車

場有、制服貸与、賞与年2回、寒冷地手当支給

恵庭市緑町2丁目
10番10号槌本電設工業 株式会社

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

☎0123-33-1151受付/9～17時
担当/槌本

資格資格を活かせる!!を活かせる!!正社員
恵庭 正 電気設備工事 千歳 期 施設管理

〒066-0281�千歳市支笏湖温泉�支笏湖ビジターセンター内

まずはお気軽にお電話ください。

☎25-2453
自然公園財団支笏湖支部一般

財団法人

受付/10:00～15:30
担当/木林・佐々木

期　間▶�5/1～10/30まで
仕　事▶�支笏湖ビジターセンターでの施設清掃、�

観光案内、自然解説、事務作業等
資　格▶�要普通免許（車通勤可能な方）、外国語ができる方尚可
時　間▶�8:30～17:30
給　与▶日給7,300円
休　日▶�月10日程度�※相談に応じます。
待　遇▶�交通費規定支給�

施設管理スタッフ募集
支笏湖ビジターセンター

札幌市中央区北3条西4丁目1-1
日本生命札幌ビル17階�

★面接はレラ内で行います。
応 募 ☎0123-29-5590

仕　事▶�キャンピングカーのレンタル受付、車両整備、�
洗車、清掃。店内での物品販売等。�
★札幌（福住）の事務所での勤務も有

資　格▶�未経験者歓迎、外国語（中国語や英語等）を話せる方
は給与面で優遇、PCの基本操作ができる方、�
お客様に喜んで頂く事が好きな方

時　間▶�9:30～18:30、10:00～19:00�※実働8h�
※1日4h～等の短時間勤務も応相談

給　与▶�時給900円～�★外国語を話せる方は時給+100円
勤　務▶�週4日～
待　遇▶車通勤可、交通費規定支給
勤務先▶�DO�CAMPER�千歳営業所�

（千歳アウトレットモール・レラ内/千歳市柏台南1丁目2-1）�
日本駐車場開発札幌㈱�札幌営業所�
(札幌市豊平区福住3条6丁目9-20）

日本駐車場開発札幌㈱

DO CAMPER スタッフ募集
2016年にキャンピングカー2台の
レンタルからスタート。現在は10台
まで増車しました！

千歳アウトレットモール・レラ内

ア ウ ト ド ア 仲 間 をア ウ ト ド ア 仲 間 を
つ く るつ く る お 仕 事 で す。

キャンプや旅行、観光地に詳しい方
大歓迎!!

北海道のブランド価値向上に寄与する思いを軸として、
着実に成長しています。

キャンピングカーキャンピングカー
レンタルレンタル

キャンプ・キャンプ・
アウトドアグッズ等アウトドアグッズ等

販売販売

千歳・その他 ア パ 店舗スタッフ

仕　事▶�ホール業務および洗い物等の簡単なキッチン補助
時　間▶�（平日）17:00～21:30�

（土日）10:30～16:00�
　　　16:00～21:00

給　与▶時給870円～�※昇給有
勤　務▶�週2～3日�※火曜定休

恵庭市恵み野西
1丁目7-3�

まずはお気軽にお電話ください。☎36-3016
俺ん家オレンヂ喫茶

◎お近くにお住まい
　の方歓迎!!
◎勤務時間はご相談
　ください♪

恵み野西1丁目の喫茶店です

学生学生歓迎!!
★テスト休み有 ★まかない有

恵庭 ア ホールスタッフ

電話連絡の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。

☎0145-26-2800 担当/田仲　【受付】平日�9:00～17:30

キッチンキッチン
スタッフスタッフ募募

集集

新千歳空港国内線ゲート内
【Green Pockets】

千歳市美々�新千歳空港国内線2Ｆゲート内
Green Pockets（北海道興農社）

未経験者も大歓迎!
家庭料理が出来ればOK!

自社栽培の野菜をはじめ、北海道産の
食材を使用したサンドイッチや惣菜
パンなど軽食のテイクアウト店です。

仕　事▶�サンドイッチや惣菜パンの調理、盛り付け、食材の�
仕込み等。家庭料理の調理ができればOK！��
※他にレジ打ちの補助有

資　格▶�未経験者・経験者共に歓迎
給　与▶�時給920円～�

※20:30以降は時給1,200円�
※試用期間（最大3ヶ月）/時給870円

時　間▶�（a）7:30～21:30の間で実働7.5h、休憩1h�
　�①7:30～16:00�②10:00～18:30�
　�③13:00～21:30�
�（b）短時間アルバイト/�④18:00～21:30�

（実働3.5h、休憩なし）
休　日▶��月8～10日以上�★希望に応じます！
待　遇▶�各種社保完備、交通費規定支給、車通勤可（駐車場代�

補助有）、館内社員割引有、制服貸与、昇給有、有給休暇
勤務先▶�Green�Pockets（新千歳空港国内線ゲート内）

千歳 ア パ キッチンスタッフ

◆キッチンスタッフ

★�月収例/151,800円+交通費�
（時給920円×1日7.5h×月22日＋交通費）

勤務日は相談の上決定。週休2日制も相談可！

当社でタクシードライバー 
になりませんか？

〒066-0015　千歳市青葉6丁目14-6

千歳昭和交通千歳昭和交通㈱㈱
担当/古瀬☎22-0866

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許
時　間▶�日勤:例/5:00～16:00　�

★5～8時の間に出勤し、帰庫は出庫から10時間半後�
夜勤:例/18:00～翌5:00�　�
★18～20時の間に出勤し、帰庫は出庫から10時間半後

勤　務▶4勤1休
給　与▶�完全歩合制　日勤/月200,000円～　�

　　　　　　夜勤/月250,000円～　�
※入社後1年間は給与保証有(当社規定による）

待　遇▶��各社保完備、入社祝金制度（10万円）、制服貸与、
退職金制度、車通勤可（駐車場完備）

※入社後1年間は給与保証有 
　 (当社規定による）
★最新カーナビ導入で未経験者も安心
★二種免許取得も当社で応援します

しっかりしっかり
稼ぎたい方稼ぎたい方

千歳 嘱 タクシー乗務員

（有）コスモファーム 千歳市中央2529-11（千歳駅から約7km）

電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

080-2733-5561

週週22日日〜〜
OK!!OK!!

勤務日・時間勤務日・時間
応相談

担当/山田
受付/8～18時

◆生産加工スタッフ◆生産加工スタッフ
仕　事▶�スピナッチ・ベビーリーフの選別、パック詰め
期　間▶�5月～10月
時　間▶�8:00～17:00の間で4～8h（応相談）�

★短時間勤務もOKです!
勤　務▶�週2日～OK！　勤務先▶�千歳市中央2529-11
★金・土曜のいずれか1日だけでもOKです！

◆農作業スタッフ◆農作業スタッフ
仕　事▶�農作物の管理・収穫等
期　間▶5月～10月�※応相談
時　間▶�8:00～17:00�※勤務日・時間は応相談
勤　務▶�週2日～OK！
勤務先▶�千歳市東丘719-1
〈共通項目〉
給　与▶�時給880円～　　　休　日▶�日曜
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費規定支給
資　格▶�車通勤可能な方、未経験者歓迎

千歳 パ 生産加工、農作業

〒069-1304�
夕張郡長沼町東1線北15番地日豊運輸お陰様で

創業56年

応募
※電話連絡後、履歴書等必要書類を郵送頂き、追って面接日時をお知らせします。

［受付］8～17時☎0123-89-2021☎0123-89-2021
★まずはお気軽にお電話ください。担当/安田★

資　格▶�大型自動車免許、小型移動式クレーン技能講習
修了者�※玉掛・フォークリフトあれば尚可

給　与▶�基本給/月156,000～214,000円�
※月額目安/月270,000～350,000円�
※賞与(前年実績)年3回/19～31万円、寒冷地手当2～6万円��
★年収目安（前年実績)350～460万円

◆8tユニック運転手
（肥料等農業資材・農機具・住宅関連資材の運搬、除雪等)

株式
会社

資　格▶�普通自動車免許、フォークリフト資格あれば尚可
給　与▶�基本給/月156,000～197,000円�

※月額目安/月185,000～250,000円�
※賞与(前年実績)年3回/23～26万円、寒冷地手当2～6万円��
★年収目安（前年実績)250～340万円

◆一般作業員（倉庫内外の運送に係る一般荷役作業)

時　間▶8:00～17:00（年間労働時間2,070h）
休　日▶�日・祝、他（年間休日数89日）�

※�1年単位の変形労働時間制制の当社カレン
ダーにより土・お盆・年末年始有

待　遇▶�上記給与の月額目安は、基本給のほか、残業・家族・通勤手当
（運転手には運送手当）等を含んだ前年実績支給額です。�
社会・労働保険完備、退職金制度有、継続雇用制度
有（65歳迄/定年60歳)、優良従業員表彰制度有

共�

通�

項�

目

その他 正 ①8tユニック運転手 ②一般作業員

山崎製パン㈱札幌工場 〒061-1411 
恵庭市恵南10-1 ☎34-1128☎34-1128

●まずは、お気軽にお電話ください。
受付/9〜18時
人事採用 担当まで

仕　事▶�パン・和洋菓子・弁当等の製造補助および仕分け�
（ベルトコンベアを利用した仕上げ・盛り付け等���
�のライン作業）�

期　間▶�即日～5月10日�
★期間中の1日だけでもOK！�
★�フリーシフトでお好きな期間働けます！�
例）土日祝休みもOK！�
　��土日のみの勤務もOK♪

時　間▶�夜勤/19:00～翌4:00（休憩1h）�　�
※生産量に応じ、2h程度の残業の可能性有

給　与▶�時給1,000円��
　※22～翌5時は深夜時給1,250円�
★月末月初手当あり！（実働6h以上の方が対象、
　合計6日間、最大6,000円）�
　毎月末3日間と毎月初めの3日間は、�
　1日出勤ごとに1,000円支給

資　格▶�未経験者歓迎��
※食品衛生上マニキュア・付け爪・ひげは禁止、
　貴金属類の着用不可

待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場完備）、�
勤務日にパンのお土産有、当社製品社内販売有、
格安食堂完備（パン食は無料）、制服貸与、�
近郊エリア無料送迎バス有

★中央バス｢山崎製パン札幌工場前｣から徒歩5分

フリーシフトです!! 期間中1日だけでもOK！

製造

★JR恵庭駅から無料送迎バスあり！　★パートも同時募集！ 興味のある方はお問合せください。

即日〜5/10即日〜5/10
期間後の長期勤務OK!期間後の長期勤務OK!

ス
タ
ッ
フ

主婦（夫）さん主婦（夫）さん

学生さん、学生さん、フリーターさんフリーターさん

短期

大歓迎!!大歓迎!!

※実働6h以上の方が対象月初/1〜3日　月末/28〜30日又は29〜31日

++66,,000000円円
1日出勤毎に
++11,,000000円円 ▶

月末・月初手当あり!

11ヶ月ヶ月
でで最大最大

恵庭 ア パン・和洋菓子・弁当等の製造補助および仕分け

丁寧指導で未経験
の方も安心!!

千歳カントリークラブ2021年度

千歳カントリークラブ〒066-0005
千歳市協和814

http://www.chitosecc.jp/

スタッフ
追 加 募 集

JR千歳駅から車で30分程度、安平町・長沼町から車で15分程度

期　間▶即日～11月30日
勤　務▶�シフト制
資　格▶�年齢不問、未経験者歓迎、経験者優遇、車通勤できる方
待　遇▶�各種社会保険完備、制服貸与、�

車通勤可（交通費規定支給）

共
通
項
目

☎0123-21-2301
電話連絡の上、写真付履歴書をご用意ください。委細面談にて。

スタート業務［期間社員］
◆スタート業務
時　間▶5:30～19:00の間で実働8h
給　与▶�時給1,000円
休　日▶�月8～9日

コース管理［期間社員・パート］
◆コース整備
時　間▶�5:30～17:00の間で実働4～8h
給　与▶�期間（経験者）/時給1,100円～�

期間（未経験者）/時給1,000円～�
パート/時給1,000円

休　日▶�期間/月6～8日　パート/月10日

千歳 期 パ コース管理 期 スタート業務

OKOK!!!!

㈱トータルサポート札幌市厚別区大谷地東2丁目
5番60号イーグルタウン1階

◆パチンコ店の開店前清掃
時　間▶�①7:00～9:00�②7:00～10:00�
仕　事▶�①②パチンコ店内の清掃�

（遊技台や設備の清掃・消耗品の補充・フロア内の清掃等）�
※②は冬場（1～3月)は除雪作業もお願いします。

資　格▶�未経験者歓迎、年齢・性別不問、学生・主婦（夫）・シニア歓迎
給　与▶�時給1,000円
勤　務▶�週1日～OK�※最大週6日勤務OK�
待　遇▶�労災保険、制服貸与、有給休暇、研修期間1週間程度
勤務先▶�クラブイーグル千歳店�

（千歳市栄町7丁目1385-11）

「清掃の応募の件で電話しました」とお電話ください。
面接時に写真付き履歴書をお持ちください。

☎011-398-5011

週週11日日
かか
 ら ら

シニア世代も
積極採用!!

急な休み
にも対応♪

平日のみ
土日のみ
希望も可

急募!急募!清掃スタッフ清掃スタッフ

高時給!!高時給!!

千歳 ア パ 清掃
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