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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
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】

千歳 期 公園管理

〒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▶採用日〜9月末頃まで
仕　事▶ 国立公園支笏湖地域の特定外来 

植物オオハンゴンソウの除去作業。除去した 
雑草をトラックに積込み集積所まで運搬します。

資　格▶ 要普通免許（車通勤可能な方）
時　間▶  8:30〜17:30
給　与▶日給7,300円
勤　務▶上記期間内で25日程度 ※シフト制（主に平日）
待　遇▶ 交通費規定支給 

オオハンゴンソウオオハンゴンソウ

短期スタッフ募集
支笏湖ビジターセンター

◆スーパーの日常清掃（開店前）
時　間▶8:30〜10:30（実働2h）
給　与▶ 時給861円　　
勤　務▶ 週2〜3日（ シフト制） ※希望休有り
待　遇▶  交通費規定支給、車通勤可、道具一式貸与
勤務先▶千歳市白樺2丁目3

〒007-0874 札幌市東区伏古14条4丁目1-5
室蘭ビル管理㈱札幌支店

面接時履歴書不要です。まずはお電話ください。

☎011-788-2517

20代〜60代、幅広く活躍中!

店内清掃員店内清掃員募募
集集

朝の時間を有効活用!!

千歳 ア パ 清掃

仕　事▶ レジ打ち、品出し、掃除、接客等
給　与▶ 時給900円〜
時　間▶ 9:00〜20:00 

※時間帯は応相談
資　格▶ 週3日以上働ける方

千歳市新富3丁目10番6号 

まずはお気軽にお電話ください。

ワークマン千歳店作業服、作業用品
ユニフォームの
大型専門店

☎0123-22-0233担当/佐々木

長く働ける方歓迎!!
未経験の方、祝日・土日働ける方大歓迎!

千歳 ア 店内業務全般

介護職員 ★資格により時給UP!! パート
仕　事▶ 通所介護もしくは訪問介護の介護職員
資　格▶ 要普免、介護職員初任者研修修了以上
給　与▶ ［介護職員初任者研修修了］時給900円〜 

［介護福祉士］時給1,000円〜 
※経験年数を考慮

時　間▶ 8:50〜17:30の間で実働4h程度〜 ※応相談 
待　遇▶ 労災保険、賞与年2回、通勤手当、昇給年1回

介護職員介護職員
短時間も応相談

希望の方、正社員登用あり! 

経験者
優遇

デイサービスきずな 〒061-1424
恵庭市大町1丁目8-5

担当/もんま
【受付/9〜17時】☎39-5100まずはお気軽に

お電話ください。

恵庭 パ 介護職員

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
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 工場内作業

電話連絡の上、
写真付き履歴書をお持ちください。

㈱ラルズ  札幌市中央区南13条西11丁目2-32
●制服貸与  ●交通費規定支給  ●車通勤可

千歳市日の出
1丁目1-66千歳店

応募 ☎26-6660 [担当]店長

千歳店の
Web応募
はコチラ

◆デリカ
資　格▶土･日勤務できる方
給　与▶ ［一般］時給919円 ［学生］時給871円
時　間▶8:00〜13：00 
勤　務▶週3〜4日
◆ベーカリー
資　格▶土･日勤務できる方
給　与▶ ［一般］時給874円  ［学生］時給871円
時　間▶8:30〜13:00

◆サービス・検収
仕　事▶ カゴ片付けや消毒作業、 

簡単な両替など
給　与▶ ［一般］時給874円  

［学生］時給871円
時　間▶10:00〜14：00
勤　務▶週4日（月・水・木・金のみ）

千歳 ア パ デリカ、ベーカリー、サービス・検収

明るく和気あいあいとした職場です!

販売スタッフ募集!販売スタッフ募集!

勇払郡安平町
早来富岡210-20

仕　事▶ 花と野菜の直売所「サックルズファーム」での 
店内業務（商品の販売・補充・レジ・袋詰め等）

資　格▶ 未経験者・経験者ともに歓迎、�
車通勤できる方（公共交通機関が少ない為）

給　与▶ �時給880円〜
時　間▶8:00〜18:00の間で実働7h（休憩1h）
休　日▶月10日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、有給休暇、 

社員割引有

受付/平日9:00〜17:30　　担当/笠井
☎0145-26-2800
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

安平 ア パ 販売
パート

アルバイト

千歳市信濃1丁目13-1
エコ・ファクトリー内 北結 株式会社

内装工事内装工事
  スタッフ募集スタッフ募集

現場見学現場見学
も可も可

★請負会社も募集中！個人・法人問わず歓迎！

●●  内装 内装 及び 塗装塗装、左官左官、床はり床はり等 
幅広い工事幅広い工事 を行っています。

● あなたの 経験・スキル経験・スキルにに  
合わせてできる業務合わせてできる業務をお任せします。

仕　事▶ 店舗内の内装工事全般及び、ビル・施設などの美装業務
資　格▶ 性別・年齢不問、普通自動車免許あれば尚可
時　間▶ 8:00〜17:00または、9:00〜18:00　 

※9:00〜12:00等の短時間OK
給　与▶ 日給9,000〜16,500円　 

※試用期間3ヶ月/日給8,000円(短縮有） 
※月収例/220,000〜396,000円可能　 
※請負会社は完全出来高制

休　日▶ 日曜、GW、お盆、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、昇給年1回、賞与年2回（勤

務1年後）、資格取得制度有（費用会社負担、取得後手当有/月1万円）
勤務先▶ 苫小牧〜札幌  

※現場へは直行直帰（車がない方は送迎も可）

まずはお気軽にご応募ください。

080-4169-5222

★★時間や日数の相談可時間や日数の相談可

【担当】
結城

千歳・その他 正 他 内装工事

〒066-0077 千歳市上長都1053-1
■自動車部品製造業㈱ダイナックス

◆製造職
仕　事▶ 製品の加工・取付・機械オペレーター、その他関連業

務等、製品の生産対応全般を担当していただきます。
給　与▶ 日給月給153,500円〜　 

※職務経験等により優遇致します。 
資　格▶ 18歳以上（省令2）、高卒以上、経験不問（製造

業務経験者尚可）、交通機関が不便な為マイ
カー又は自力通勤可能な方

時　間▶ ①8:30〜17:30 ②20:30〜翌5:30 ※①②の交替制
勤　務▶ 完全週休2日制 

※ 生産ラインの稼働状況により、5勤2休（土
日休み）と4勤2休（その他）になる場合があ
ります。（勤務カレンダーによる）

◆生産管理職
仕　事▶ 生産計画の立案、納期管理、在庫管理、工程進捗管理
給　与▶ 日給月給201,000円〜 

※職務経験等により優遇致します。
資　格▶ 工場での生産管理・工程管理・資材購入経験者、 

基本的なPC操作が可能な方 
（ワード・エクセル・メール使用可能な方） 
※英語スキルあれば尚可

時　間▶ 8:30〜17:30
勤　務▶ 5勤2休

☎0123-24-2891
まずはお電話の上、履歴書と職務経歴書をご送付ください。

人事総務部 採用担当 宛

製造職&
生産管理職

募
集

まとまったお休みの取得が可能!
GW･お盆･年末年始は

増産のため、

《共通項目》
休　日▶ 年間休日121日 

（GW・お盆・年末年始等）
待　遇▶ 賞与年2回、退職金制度有、昇給有、社保完

備、交通費支給有、無料駐車場有、企業内保
育施設有、試用期間6ヶ月有、制服貸与

勤務先▶ 苫小牧工場（苫小牧市字柏原6-183） 
千歳工場（千歳市上長都1053-1）

千歳・苫小牧 正 自動車部品の製造、生産管理

北広島市
希望ヶ丘
1丁目2-3

総合物流企業㈱道南エース

◆大型車（ゲート車、ウイング車等）での家具や日用品の配送
給　与▶①月290,000円〜　②月240,000円〜
休　日▶ ①日曜、他シフト制　②完全週休2日制
資　格▶ 未経験者歓迎、高卒以上、大型免許
時　間▶ 7:30〜16:30（残業有）　※当社運行規定により多少変動有
待　遇▶ 社保完備、車通勤可、制服貸与、資格取得制度、他
勤務先▶ 北広島市内、近郊、他　☆地方への配送や夜間配送も有

お気軽に
お電話ください！ ☎011-377-7288 080-4079-5991

担当/松岡　※土日祝も受付中

未経験者
大歓迎！

★頑張りが給与に反映！

長期長期
安定安定

★�恵庭方面より車で10〜15分。�
通勤圏内です。

有給休暇を取得しやすい環境! 希望休もOK!
無事故
無違反 報奨制度有

事業拡大事業拡大
につきにつき

安定した仕事安定した仕事コロナ禍でもコロナ禍でも
影響を受けにくい影響を受けにくい

大型ドライバ大型ドライバーー

増員増員募集‼︎募集‼︎
6名
募集

北広島 正 大型トラックドライバー

【パート】介護職員
資　格▶ 無資格OK（介護職員初任者研修修了、介護福祉士資格あれば優遇）
給　与▶ 介護福祉士/時給1,200円〜 

初任者研修修了/時給900円〜 
無資格・未経験者/時給880円〜

時　間▶ ［日勤］①7:00〜16:00  
　　　 ②9:00〜18:00 ③10:30〜19:30 

［夜勤］④18:00〜翌9:00  
★すべてのシフトに入れなくてもOK！ 
　日勤のみ・夜勤専従等、幅広くご対応致します。

休　日▶ シフト制
待　遇▶ 社保完備（勤務による）、昇給有、交通費規定支給、 

有給休暇（100%消化可能）、車通勤可（無料駐車場有）、 
処遇改善加算手当（年2回支給）、正社員登用制度有

㈱サンボウグループホーム ぬくもりの里 千歳市住吉４丁目８番１４号

未経験者未経験者
歓迎！歓迎！

【新型コロナウイルス感染症対策万全】 安心して働けます。

お電話の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。
受付/9時〜18時（人事担当直通）090-3399-5886★無資格OK 

★身体ケアなし 
★ちょっとしたお手伝いのお仕事です！

グループハウスでの補助同時募集

夜勤帯
≪夕〜翌朝のケア≫

夕食の片付け、就寝準備手伝い、 
夜間の見守り・ケア、朝食準備等

お買い物・医療施設受診同行、
身体ケア、食事・入浴介助、
食事の調理、お話し相手等

日勤帯
≪生活サポート≫

のあるケアに携わって
くれる仲間を募集します♪

ぬくもりぬくもり

時給870円

千歳 パ 介護

 入社後すぐに使える 入社後すぐに使える特別有休制度特別有休制度 有!!有!!

清掃スタッフ清掃スタッフ

◆日本血液製剤機構（千歳市泉沢）
給　与▶時給870円〜
時　間▶7:00〜11:00（実働4h） 
休　日▶土･日曜、祝日

パート

◆ザ・ノースカントリーGC（千歳市蘭越）
期　間▶即日〜11月下旬
給　与▶ 時給950〜1,000円
時　間▶ ①10:00〜19:00位まで（実働3.5〜8h） 

②8:30〜12:30
勤　務▶ 週3日〜（応相談）

◆北星病院（千歳市清流）
給　与▶時給950円
時　間▶7:30〜11:30（実働3.5h） 
休　日▶日曜日
《共通項目》
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、 

雇用保険は週20h以上で加入

応募

千歳市美々新千歳空港内 ターミナル アネックスビル1階
東京美装北海道㈱千歳支店

☎0123-24-☎0123-24-37713771平日

千歳 パ 清掃

千歳・恵庭・他

期　間▶長期
時　間▶8:00〜17:00、11:30〜20:30
給　与▶ 時給950円　　　　　勤　務▶シフト制
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、制服貸与

期　間▶即日〜11月上旬（短期OK）
時　間▶ ①8:00〜17:00 ②9:00〜17:00 

③10:00〜10:15 ④12:00〜13:00 
⑤15:00〜15:15  
※実働6.5h ※残業多少有（1〜2h程度）

給　与▶ 時給1,000〜1,250円
勤　務▶ 週2〜6日 ※シフト制 ※曜日固定、土日のみ勤務もOK!
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、長沼のみ無料送迎有

㈱ヒューマンジャパン 札幌オフィス
札幌市中央区南1条西11丁目327�グランデビル6階

労働者派遣業（派01-300429）�　　有料職業紹介事業（01-ユ-300211）

期　間▶ 即日〜長期
時　間▶ 17:00〜22:00 ※残業の場合有
給　与▶ 時給1,000円 ※22時以降/時給1,250円
勤　務▶ 週3〜5日
待　遇▶ 雇用・労災保険、制服貸与、社内販売有、 

週払い可（規定有）、恵庭市内無料送迎有

①《担当》多田 ②③《担当》後藤
090-3019-9704 090-8705-7195

0120-29-7461 受付/9〜20時
★野菜の格安販売有！（ブロッコリー・トウキビ等）

★正社員登用有！　★30〜40代活躍中‼︎ ★社内販売有！　★恵庭市内無料送迎有‼︎

❷野菜の選別 江別、千歳、長沼

❶施設管理 千歳 ❸コロッケ製造作業 恵庭
派 施設管理、選別、製造
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