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web

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

ハウスドゥ！恵庭駅前店
家・不動産 買取専門店

株式会社
北央商事 ■営業時間／9:00～18:00 

■定休日／土・日・祝日

0120-972-605
恵庭市緑町2丁目3-4 

仕　事▶テレビアンテナやケーブルテレビの取付工事等
資　格▶未経験者歓迎、要普通免許、電気工事士資格あれば尚可
給　与▶�月180,000～300,000円  

※資格・経験等考慮  
※試用期間3ヶ月（短縮有）/日給8,400円

時　間▶8:00～17:00
休　日▶�日祝、GW、お盆、年末年始、他��

※年間休日105日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

退職金制度有、再雇用制度有（65歳まで）、社内禁煙

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

☎0123-33-5531
テクノス

担当/�宍戸、�
熊野

〒061-1417　
恵庭市駒場町
5丁目1-19

手先手先がが器用器用、、もくもく作業もくもく作業がが
好きな方好きな方ににピッタリです！ピッタリです！

株式
会社

未経験者歓迎
丁寧にお教えします♪

資格・経験
不問!!

恵庭 正 電気工事

調理員調理員募集!募集!

お電話のうえ、写真付履歴書を下記住所にご郵送ください。
〒003-0833   札幌市白石区北郷3条3丁目8-15
学校法人自由創造学園 北郷あゆみ幼稚園　森下　宛

法人本部（担当/森下）☎011-876-6200

[パート]調理員
仕　事▶�給食の調理、食器類の片付け・洗浄等
資　格▶��調理師資格保持者優遇（資格手当3,000円/月）
給　与▶時給930円
時　間▶�8:00～17:00の間で実働5h程度（シフト制、応相談）
勤　務▶�日数等応相談
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費規定支給、車通勤可、�

食事補助有、エプロン貸与

千歳市春日町2丁目1-9�
認定こども園 千歳春日保育園

千歳 パ 調理

仕　事▶�厩舎、馬房、パドックの清掃�
※馬には一切触りません。

資　格▶マイカー通勤可能な方
時　間▶�7:00～10:00（実働3h）
給　与▶�日給3,200円 ★賞与有
休　日▶�週1日～�※日数応相談　
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、慶弔特別休暇、

社員割引制度有、他福利厚生充実

●まずはお電話ください。【受付/9時～16時】

●メール応募も受付中！ 24時間OKです。

〒059-1361�苫小牧市美沢114番地7
ノーザンホースパーク

☎0144-58-2813☎0144-58-2813 担当/田中

http://www.northern-horsepark.jp/

厩舎清掃スタッフ厩舎清掃スタッフ（通年アルバイト）（通年アルバイト）

即日採用！ すぐ働けます！即日採用！ すぐ働けます！

Wワーク
 OK！

勤務・休日勤務・休日応相談!!応相談!!

keiri3@northern-horsepark.co.jpkeiri3@northern-horsepark.co.jp

苫小牧 ア 厩舎清掃

（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/短期
仕　事▶花・野菜苗物出荷作業
給　与▶�時給900円～
時　間▶�8:00～17:00の間で実働3～8h　�

※12～13時は昼休憩�
※8時と17時の無料送迎有（恵庭市内のみ）

◆ドライバー兼作業員/短期
給　与▶時給1,000円～
時　間▶�8:00～17:00
《共通項目》
資　格▶�要免許、マイカー通勤可
期　間▶�即日～5月末（要相談）�※試用期間1週間有
休　日▶週1～4日
待　遇▶�労災保険、雇用保険、社会保険、�

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

セコマグループの専用農園
でのお仕事です

〒069-1473　夕張郡長沼町西3線南1番地

【受付/8～17時】
（土日も受付有）

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-82-5666

仕　事▶�トマト・キュウリの栽培、収穫作業
資　格▶�未経験者歓迎、高校生可
時　間▶�8:00～17:00の間で応相談
給　与▶�時給885円
休　日▶��シフト制�※勤務日数応相談
期　間▶即日～9月末まで
待　遇▶��交通費規定支給、車通勤可

(株)北栄ファーム 長沼農場

恵庭在住スタッフ活躍中! 恵庭から車で25分!

その他 パ 農業

勇払郡安平町早来富岡72

まずはお気軽にお電話ください。
面接時に写真付履歴書をお持ちください。

☎0145-22-3963
田口トレーニングファーム

仕　事▶�競走馬の騎乗調教、馬の手入れ、�
馬房清掃、給餌等

資　格▶�競走馬の調教経験がある方、�
調教に携わっていた方、要普通免許

給　与▶�月給260,000円～
時　間▶�5:30～17:00(実働8h)
休　日▶�週1日、シフト制　※月1回連休も有
待　遇▶�各社保完備、昇給年1回、賞与年2回、�

社宅完備(独身者用・妻帯者用有)�

競走馬の調教スタッフ募集

受付/
9:00～17：00

安平 正 競走馬調教

★牧場作業員（アルバイト）も同時募集/時給1,000円～

アルバイトアルバイト
も可も可

ノルマ等なし！お話好きの方歓迎です♪

書籍の案内業務です。
20〜50代幅広い年代が活躍中！

資　格▶�簡単なPC入力が出来る方、未経験者歓迎
給　与▶�時給861円（試用期間3ヶ月位/同時給） 

※能力次第で時給UP
時　間▶��10:30～17:30　※応相談
休　日▶�土日祝、年末年始（10日位）、GW（10日位）、お盆（3～4日）
勤　務▶�週3～5日
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、昇給有

※4/29～5/5迄GWの為お休みです。

〒061-1353��恵庭市島松本町1丁目5-11☎︎0123-25-6197

まずはお気軽にお電話ください

080-7195-5788

有限会社オフィスブレーン

お休みお休み
充実♪充実♪

担当/あさひ

（電話先は書店のみ）

恵庭 ア パ 電話営業販促

時間・勤務日等、ご希望に応じて調整します！

恵庭市大町1丁目9-12

家事経験を活かして働きませんか？

合同会社すまいるくりえいと

仕　事▶�入居者の見守り、食事提供サービス等
資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶ 時給861円（深夜手当有）
時　間▶�17:00～翌9:00�（休憩4h）
勤　務▶�週1日～OK�※シフト制�※希望日応相談
待　遇▶�労災保険、交通費規定支給、車通勤可�

★長期勤務の方には退職金制度、団体保険加入有
勤務先▶�グループホーム笑家えにわ�

（恵庭市大町1丁目9-12）

★週1日～OK！
★�シニアの方も�
大歓迎!!

介護職員

まずはお気軽にお電話ください。
☎0123-25-6468

受付/
9:00～17:00
担当/安田

夜間のお仕事です

募
集

恵庭 パ 介護

クラーク カントリークラブ

クラーク カントリークラブ
Clark Country ClubClark Country Club

� 電話連絡の上、�
写真付履歴書を�
ご郵送ください。

〒061-1266 北広島市三島113番地1
☎011-377-3131

仕　事▶キャディ業務
給　与▶日給8,000円～
★�屋外で密にならない環境です。�
ゴルフ未経験の方や学生さんも大歓迎！

キャディ（期間社員・アルバイト）

仕　事▶コース整備、機械整備に興味のある方優遇
給　与▶時給1,100円～

コース管理（アルバイト）

スタッフ募集スタッフ募集

クラブバスにてクラブバスにて送迎有送迎有

研修制度
充実で
安心!!

※地域・職種によって ※地域・職種によって 
異なります。異なります。

期　間▶即日～11月下旬
時　間▶�平日/7:30～　土日祝/7:00～　�

※勤務時間応相談�
※早番・遅番交替制（職種によって異なります。）

待　遇▶�各種社会保険完備、制服貸与、クラブバスにて
送迎有、自家用車通勤可（交通費支給）

共
通�
項
目

仕　事▶送迎バス運行・軽作業、他
給　与▶時給950円～

運転手（アルバイト）

北広島 期 ア キャディア 運転手、コース管理

☎0123-24-3155
千歳市東雲町5丁目18ドーリツ防災設備 株式会社 

担当/鈴木、庄司 【受付/8:30〜17:30】

仕　事▶�消防用設備等の設置業務・修繕・保守点検
資　格▶�未経験者歓迎、要普通自動車免許、�

若年層のキャリア形成を図る観点から�
40歳以下に限る

給　与▶ 月給150,000円～
時　間▶�8:30～17:30　※実働8h
休　日▶�日・祝、隔週で週休2日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、

制服貸与

仕　事▶�パソコン（Excel)にて書類等作成、�
電話対応、事務全般

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給865円
時　間▶13:00～17:00　※実働4h
休　日▶�土日（第2、4土曜日は出勤の可能性有）、�

年末年始、お盆、会社設立日
待　遇▶�雇用保険、交通費規定支給、車通勤可、�

昇給有、試用期間3ヶ月

保守点検
正社員

パート

保守点検
事務員募集

正社員

パート 事務員

まずはお気軽にお電話ください。
面接時に写真付き履歴書をお持ちください。

千歳 正 保守点検パ 事務

恵庭市戸磯616番地2

◆食品製造作業（正社員）
時　間▶�①6:00～15:00�②7:00～16:00�

（変形労働時間制で月168～192h）�
※年末年始は早出、残業有

勤　務▶週5日
休　日▶月7～10日�※年間104日（シフト制）
給　与▶月給176,000円～
資　格▶�高卒以上、要普通免許、経験者優遇
待　遇▶�各社保険完備、賞与年2回、制服貸与、�

交通費規定支給（上限21,700円）、�
食事補助制度有

とんでん㈱ 恵庭工場
担当/大西☎34-6061

�電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
詳細は面談にて。お気軽にお電話ください。

食品製造スタッフ
正社員募集!お待ち

してます!経験者経験者
優遇優遇

長期勤務長期勤務
で安定!で安定!

恵庭 正 食品製造作業

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

給　与▶�月給240,000円～  
※試用期間3ヶ月有/時給950円 
※暖房手当等別途支給

時　間▶�月・火/9:30～20:30�※実働9h�
水/9:30～18:30�
金/9:30～18:30�
土/9:30～13:00�
日/9:30～17:00

休　日▶�週1日午前、木曜、第2・4土曜、祝日、お盆、�
年末年始

待　遇▶�社保完備、昇給年1回、賞与年2回、�
交通費全額支給、制服貸与、車通勤可、�
試用期間3ヶ月有

〒061-1376�恵庭市恵み野里美2丁目15

☎0123-29-4618
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

http://www.megumino-fdc.com

新卒の方の応募も歓迎です！
勤務開始日ご相談ください♪

歯科衛生士
正社員募集

恵庭 正 歯科衛生士

仕　事▶�事務用機器（複合機等)・事務用品・オフィス家具等
の販売、納品、設置、集金等

資　格▶�高卒以上、要普通自動車免許、基本的なPC操作
（Excel、Word）

給　与▶�月184,000～281,000円　 
※各種手当、残業代含む

仕　事▶�OA機器（複合機）の保守、ネットワークの設定、�
複写機の設置、納品、集金等

資　格▶�高卒以上、要普通自動車免許、基本的なPC操作
（Excel、Word）、ネットワーク構築経験者歓迎

給　与▶�月173,000～280,000円　 
※各種手当、残業代含む

【共通項目】
時　間▶�①8:30～18:30　�

②8:30～18:00�※①②選択可　�
※残業月平均10h�※1年単位の変形労働時間制

休　日▶�土日祝、他、年末年始、夏期休暇　�
※会社カレンダーによる�※年間休日120日�
※年1回程度土曜日出勤有　

待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、昇給・賞与有、試用
期間有、車通勤可、無料駐車場有、退職金制度有

勤務先▶OAランド千歳店/千歳市錦町1丁目18-2

営業 ★販売インセンティブ手当有

営業営業/正社員募集! ITサービスITサービス

ITサービス

お電話のうえ、写真付履歴書をご郵送ください。

☎0123-24-7980
〒066-0064 千歳市錦町1丁目18-2

エスティイー株式会社  鈴木/齊藤

千歳 正 営業、ITサービス

千歳日成暖房株式会社
本社/千歳市北栄1丁目26-5　日成ビル

まずはお気軽に
お電話ください。 担当/花田☎40-3188 受付/平日9～17時

有期契約社員 最低3ヶ月後正社員登用

求ム!!やる気と元気!!求ム!!やる気と元気!!
仕　事▶��住宅の暖房・冷房設備等の営業　�

※ノルマなし
資　格▶��普通免許
給　与▶��月給17～20万円
時　間▶��8:30～17:30�※時期により残業有
休　日▶�毎週日曜日、第2・4土曜日、祝日、GW、夏季、�

年末年始
待　遇▶��交通費規定支給、社保・雇用保険、残業手当�

作業服支給

千歳 契 営業
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