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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
道と川の駅「花ロードえにわ」敷地内
恵庭市南島松817-18 ☎36-2700

毎週木曜日は加工品Day！【営業時間】9:00～17:00

仕　事▶�店内でのお客様へ遊び方の説明や、�
フロア内清掃（喫煙室は20歳以上が担当）、�
景品交換や店内アナウンス等。

給　与▶�時給1,500円 ※深夜帯時給1,875円 
※研修期間1ヶ月/時給1,300円

時　間▶8:30～24:30の間で実働7.5h
勤　務▶�シフト制�※週1日～OK！��

※土日祝のみも可(応相談)
待　遇▶�交通費規定支給(上限2万円まで)、�

車通勤可、駐車場無料、制服貸与、昇給有、�
社会保険完備(法定による)、有給休暇

千歳市栄町�
7丁目1385番-11

まずはお気軽に
お電話ください。☎0123-27-7333

クラブイーグル千歳店
■ガールズカフェ&スロット

スロット専門店スロット専門店スタッフ募集!!スタッフ募集!!
千歳 ア パ 接客、清掃

仕　事▶�5～9月/顧客への定期訪問に係る業務�
　　　　（設備点検、機器交換等）　�
10～4月/灯油配送

資　格▶�経験不問、中型免許（8t限定解除）、�
危険物取扱者免状乙種4類�
★危険物取扱者免状乙種4類がない場合　
　は、採用後に資格取得。免許を除く業務に
　必要な資格についても採用後取得。�
　（取得費用は全額会社負担）

時　間▶�9:00～17:30
給　与▶�月給220,000円（試用期間3ヶ月有）
休　日▶�日・祝、お盆、年末年始、他会社指定日　�

※5～10月は隔週で土曜日休み有�
　（7月24日、9月18日除く）

待　遇▶�住宅手当、通勤手当、燃料手当（いずれも�
会社規定による）、車通勤可、昇給・賞与有�

〒066-0061�
千歳市栄町1丁目5番地
（JR千歳駅下車�徒歩15分）

電話連絡の上、写真付履歴書を送付してください。

羽芝商店
☎0123-23-2347担当/

曽我部

配送員募集!配送員募集!

株式
会社

千歳 正 配送

請負でできる 
職人さんも同時募集

仕　事▶�外構工事（ガーデンエクステリア）
資　格▶要普免、経験者優遇、中型免許あれば尚可
給　与▶�日給9,000～15,000円　 

※固定給/月250,000～350,000円可能(手当含む）
時　間▶�8:00～17:00�※現場により残業有
休　日▶日曜
勤務先▶恵庭市近郊、札幌市近郊
待　遇▶社保完備、制服貸与、車通勤可、試用期間有

多忙につき

急募
年齢不問

〒061-1434�
恵庭市柏陽町3丁目2-1

㈲伊藤工建

【受付/8～18時】
担当/伊藤☎32-3200

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

North Garden
Exterior & Garden

恵庭・その他 期 エクステリア工事

仕　事▶�官公庁等の契約先で管理している車両の�
運転（送迎）および付随する清掃・洗車等の
管理業務

資　格▶�普通二種免許保有者歓迎�
※普通一種免許でも応募可能

給　与▶�普通二種免許/月162,500～167,500円 
普通一種免許/月157,500～162,500円 
※無事故・皆勤・調整手当含む

時　間▶8:30～17:15�※残業月5h程度
休　日▶�土日祝日（完全週休2日）、12/29～1/3
待　遇▶�各種保険完備、交通費規定支給、�

残業手当、作業服貸与、有給休暇
勤務先▶千歳市内

車両管理員

㈱大和交通システム 道央支店
恵庭市漁町146番地

まずはお気軽にお電話ください。追って面接致します。

☎0153-74-9810（本社）

募
集

千歳 契 車両管理員
仕　事▶��カラーリング（白髪染めのみ）、�

シャンプー、簡単な接客
資　格▶�美容師免許、未経験者可
給　与▶時給870～1,000円
時　間▶�9:00～17:00�※最終受付は15:30
勤　務▶�週2日～OK!��

※応相談���※日曜、祝日は定休日
待　遇▶�交通費規定支給

☎0123-29-5477
■オーガニックヘアカラー専門店

※応募の際に、｢求人ナビを見ました｣とお伝えいただくとスムーズです。

（恵庭店）

カラーリストカラーリスト大募集!大募集!

ブランク･ブランク･
未経験者未経験者
歓迎!歓迎!

扶養内扶養内
勤務可勤務可

日･祝は日･祝は
お休み！お休み！

15:30で受付終了なので、
家庭との両立もしやすい！

恵 庭 店nonnononno 恵庭市恵央町
19-10�

まずはお気軽にお電話ください。

- のんの -- のんの -

恵庭 パ カラーリスト

仕　事▶�大型車（バン、ウイング、コンテナ)にて
道内一円の集配送業務

資　格▶大型免許、トラック運転歴ある方尚可
時　間▶��当社運行規定による　※委細面談
給　与▶��月25～29万円　※経験・能力により優遇 

※試用期間3ヶ月/ 
　日給7,000～9,000円

休　日▶週1日　※荷主様都合による
待　遇▶��各社保完備、交通費規定支給、�

車通勤可、制服貸与、時間外手当有

千歳市上長都1160-34【受付/9～17時】　担当/長内（おさない）

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-40-6202
有限会社

スカイ物流

トラックトラック
ドライバードライバー
 募集!! 募集!!

大型車大型車

千歳 正 集配送業務

http://www.e-abe.jp
恵庭市戸磯
595番地3㈲阿部製作所

仕　事▶鋼材溶接加工、工場内業務
資　格▶�要普免、�

ものづくりの現場で経験3年以上ある方
給　与▶ 《経験者》月給300,000～450,000円  

《見習い》月給200,000～250,000円
時　間▶�8:00～17:00(休憩90分)
休　日▶�日曜、祝日、第2土曜、夏期休暇、年末年始
待　遇▶�各社保完備、昇給・賞与有、交通費規定支給、�

車通勤可、制服貸与、有給休暇、�
資格取得制度（費用会社負担）有

【受付/9～17時】�担当/採用係
★メールでの応募も可能（HPをご覧ください。）☎32-3032応募

自動車の部品製造や
整備工場、

機械加工等の経験を
活かせます！

求ム! 
即戦力!

入社支援金制度有 

最大30万円
※規定有

恵庭 正 製造

店内業務全般
資　格▶�長期で働ける方歓迎�※高校生不可
給　与▶�時給1,100円～ 

※試用期間1ヶ月有/同時給
時　間▶��10:00～15:00
勤　務▶月～金�※火曜定休
待　遇▶�雇用保険加入、車通勤可、�

交通費規定支給、制服貸与

恵庭市島松寿町
1丁目10-2炭焼豚丼 空海

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-37-1230 受付/15～16時
担当/渡邊

明るく元気な方大歓迎!!
恵庭 パ 店内業務全般

Jケア株式会社
訪問看護ステーション結

担当/採用係

まずは、お気軽にお電話ください。【受付/9〜18時】

☎0123-29-5785

資　格▶�要普免、正看護師
給　与▶�新卒/月給173,500円～資格手当込　 

正看看護経験者/月給260,000～270,000円
時　間▶�8:30〜17:30
休　日▶�土・日・祝日、夏季休暇、年末年始
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、賞与年2回（業務成績による）

〒061-1449�
恵庭市黄金中央1丁目13-1

業務拡大につき業務拡大につき
スタッフ募集! !スタッフ募集! !
育児や介護中の方も勤務時間相談ください♪

恵庭 正 訪問看護師

仕　事▶�スマホコーナーにて、携帯電話の販売・サービス案内、�
ディスプレイ・POP作成等

資　格▶�未経験者歓迎、高校生不可
給　与▶時給1,400円
時　間▶��10:00～20:00�※実働8h�※シフト制
勤　務▶週5日��※土日含む
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、残業

代全額支給、半年後に契約社員登用有（双方同意の上）
勤務先▶千歳・恵庭市内の家電量販店�or�商業施設内

札幌市中央区北4条
西4丁目1-3�伊藤ビル6F

応
募

☎011-200-0683
tokyo-entry@npb-net.com

㈱日本パーソナルビジネス

販売員募集!!販売員募集!!
月29万円!!月29万円!!

知識がなくても大丈夫!充実の研修有!

20代、30代が20代、30代が
元気に活躍中!元気に活躍中!

時給1,400円×8h×22日
＋残業代＋交通費＝月収293,720円

稼げる♪

千歳・恵庭 派 接客・販売

恵庭

仕　事▶�特別養護老人ホーム内厨房での調理・調理補助
（朝・夕/100食・昼/130食程度）

資　格▶�未経験者歓迎、大量調理経験者大歓迎
給　与▶�調理師/時給900円～　 

調理補助/時給880円～
時　間▶��5:00～20:00の間で5.5～7.5h�※シフト制�

例/5:00～9:30、8:00～14:00、�
����14:00～20:00、17:00～20:00

休　日▶�月8日以上�※シフト制
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

制服貸与、試用期間3ヶ月、有給休暇
勤務先▶特別養護老人ホーム　恵望園/恵庭市柏木町429-6

問合せ/☎011-867-0663

写真付履歴書を郵送ください。
〒003-0029　 
札幌市白石区平和通15丁目北2番46号
株式会社エムズフード　採用担当

パ 調理

厨房スタッフ募集!厨房スタッフ募集!
扶養内勤務OK!扶養内勤務OK!
未経験者歓迎!未経験者歓迎!

短時間もフルタイムも短時間もフルタイムも
時間ご相談ください!時間ご相談ください! 未経験者

   歓迎！

技術職技術職
正正社社員員募集!!募集!!

仕　事▶�自動車ガラス施工
資　格▶�未経験者歓迎、若年層のキャリア形成の為30歳以下
給　与▶月給180,000円～ ※年齢による
時　間▶��9:00～17:30�※実働7.5h
休　日▶日祝、他会社カレンダーによる�
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

非常に楽しい職場です!非常に楽しい職場です!

手に職つけたい方!手に職つけたい方!
待ってます!待ってます!

千歳市富士4丁目7-11

まずはお気軽にお電話ください。
面接の際、写真付き履歴書をお持ちください。

☎0123-22-6262
イコマ北海道㈱ 千歳営業所

千歳 正 技術職 千歳

HPの応募フォームよりご応募ください！

《共通項目》
勤務先▶�千歳自動車学校�

（千歳市真々地2丁目5番2号）

【担当】総務部人事課/東（あずま）・水野

http://www.e-fujiya.com
☎0123-23-0893
山三ふじやグループ　千歳市末広1丁目4-8

《パート》送迎バス運転手
資　格▶中型自動車免許以上（8t限定不可）
給　与▶時給1,000円
時　間▶�8:00～22:00のうち実働8h�※シフト制�

※短時間勤務も応相談
休　日▶週2～3日
待　遇▶�社保完備、�

通勤手当会社規定支給（片道2km以上で支給対象）

《正社員》教習指導員（見習い）
資　格▶普通自動車免許取得から3年が経過している事
給　与▶月180,000円　※研修期間/月150,000円
時　間▶�8:00～21:00のうち8h�※シフト制
休　日▶年間109日
待　遇▶�社保完備、通勤・住宅・燃料手当（規定支給）、�

賞与年2回

年齢･経験年齢･経験不問!!不問!!
★資格を生かせる仕事

正 教育指導員パ 運転手

仕　事▶�ネット販売商品の発送業務（荷札発行・�
添付・梱包）などの簡単なお仕事です。

資　格▶�未経験者歓迎、経験者歓迎、�
簡単なPC操作が可能な方

給　与▶時給1,050円
時　間▶��9:30～16:30の間で応相談�※シフト制
休　日▶�土日祝、夏季、年末年始
勤　務▶�週3日～
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、エプロン貸与、�

昇給有、雇用・労災保険、有給休暇、食事補助有
勤務先▶千歳市自由ヶ丘2丁目4-3

東京都立川市富士見町1丁目3-14

まずはお気軽にお電話ください。

0120-406-310
東京西サトー製品販売 株式会社

東京西サトー製品販売 (株)東京西サトー製品販売 (株)

募募
集集

配送センター配送センターががNEW OPEN!NEW OPEN!

オープニングスタッフオープニングスタッフ

受付/平日9～15時
担当/夏井

福利厚生充実♪
●法定一般検診　 
●乳がん・子宮がん検診全額会社負担 
●インフルエンザ予防接種全額会社負担 
●お子様の看護・学校行事休暇（中学卒業まで）

●介護休暇

ラッピングも得意!

手先が器用! 未経験者もOK♪梱包が上手にできる!

そんな方そんな方大歓迎!!大歓迎!!

千歳 パ 梱包・発送業務
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