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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

HEIWA KOUSAN CO.,LTD. ■千歳本社/千歳市千代田町6丁目8番地 平和駅前ビル 4F

0120-213015（株）平和恒産

千歳駅前店AbleNetwork
AbleNetwork

TEL.0123-40-0300
恵　庭　店 恵庭市緑町2-3-7 TEL.0123-39-3002

賃貸仲介実績
「全国No.1」

千歳市千代田町6丁目11番地

不動産のピースHOME SWEET HOMEHOME SWEET HOME

すぐ働ける方募集!
接客経験者大歓迎♪

恵庭農畜産物直売所 かのな 恵庭市南島松817-18
☎0123-36-2700☎0123-36-2700

電話連絡の上、面接いたします。担当/新保

資　格▶�土日・祝日勤務できる方歓迎
仕　事▶�販売レジ・接客、パッケージ詰め等
給　与▶�時給870円
時　間▶�8:00～17:00（実働4～8h）�

※残業有
勤　務▶�週5日�※応相談
待　遇▶社保完備
勤務先▶�恵庭市南島松817-18�

（道と川の駅�花ロードえにわ敷地内）

扶養内
OK!

女性が女性が
元気に元気に
活躍中!!活躍中!!

恵庭 パ 店内業務

増員増員
募集!!募集!!清掃員清掃員

時給900円!!

恵庭

(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

パ 清掃

仕　事▶�医療機関の入口・受付付近等、外来周辺の�
日常清掃

時　間▶6:00～8:30
給　与▶時給900円
勤　務▶火・木・土
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、�

有給休暇
勤務先▶恵庭第一病院/恵庭市福住町1丁目6-６

札幌市北区北7条西1丁目2-6■ビルメンテナンス業

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
千歳にて面接を実施します。 担当/熊谷

☎011-707-5228
協和総合管理㈱ 札幌支社

仕　事▶�ホテルの清掃管理業務全般（清掃後の点検、�
ホテルとの打ち合わせ、スタッフのシフト調整、他）

資　格▶清掃員経験者尚可
給　与▶�時給900円〜��

※試用期間3ヶ月有（同条件）
時　間▶�8:30～16:15（実働7h、休憩45分）
勤　務▶�週休2日制�※応相談
待　遇▶�交通費規定支給、社保完備、�

制服貸与、有給休暇
勤務先▶千歳市幸町5丁目6-1

ホテル清掃管理スタッフ

車通勤OK

募
集

千歳 パ 清掃

日本管財株式会社�北海道支店
札幌市中央区北4条西5丁目1　アスティ45ビル7F

担当/田口☎011-205-5641

まずはお気軽にお問い合わせください。
面接は現地で行います。

勤務先▶�千歳市北栄2-2-1�
（JR千歳駅から徒歩5分）

時　間▶�①17:00～翌9:00�※実働10h�
②9:00～翌9:00�※実働16h�
※実働140h/月

給　与▶月150,000円
勤　務▶�月11～12日（シフト制）��

※応相談
待　遇▶�社保完備、制服貸与、交通費規定支給、�

車通勤可、資格支援制度有、有給休暇

資格･経験 資格･経験 必要なし！必要なし！

景気景気やや外因外因に左右されないに左右されない
安定した安定したお仕事です♪お仕事です♪

施設管理員施設管理員募募
集集

千歳 契 施設管理

【千歳市美々】荷物の仕分け
期　間▶�即日～長期
資　格▶�土日勤務できる方歓迎、�

自力通勤できる方
給　与▶�時給1,000円��

※22時以降/時給1,250円
時　間▶�20:00～24:00（実働4h程度）
勤　務▶週2日～�★WワークOK
待　遇▶�労災保険、週払い可、車通勤可、�

無料駐車場完備、服装自由

服装自由!!服装自由!!
1,0001,000円円

★WワークもOK！ ★週2日〜OK!!

時
給

有限会社 ロジスパワー

まずはお電話ください。
写真付履歴書を持って面接にお越しください。

☎26-3570☎26-3570
080-5729-7602080-5729-7602（土日祝/千葉）

【受付/月～金�9時～18時】

千歳市東雲町
1丁目9-6

千歳 ア 荷物の仕分け

希望の店舗に電話連絡の上、
写真付き履歴書をお持ちください。

◆品出し
給　与▶�［一般･学生］時給871円
時　間▶17:00～21:00
◆レジ
給　与▶�［一般］時給881円
時　間▶�①9:00～13:00�

②13:00～17:00�
③17:00～21:00�
※9:00～17:00も可

◆ナイトマネージャー
資　格▶60歳以上歓迎
給　与▶�［一般］時給900円
時　間▶�18:00～21:30
勤　務▶週４回程度

㈱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

☎39-7777応募

島松店 恵庭市島松旭町
1丁目1-1

島松店の
Web応募
はコチラ

[担当]店長

恵庭 ア パ 品出し、レジ、ナイトマネージャー

まずはお気軽にお電話ください。

0120-095-0120-095-350350
◆電話面接対応中! ◆出張面接も可

勤務先▶恵庭市戸磯
仕　事▶�プリント基板製造装置の操作や検査業務
給　与▶��時給1,100円〜
時　間▶���①8:30～17:00�②20:30～翌5:00�

※状況による
勤　務▶5勤2休�※シフト制
期　間▶�3ヶ月更新（長期）
待　遇▶�社保完備、車通勤可（駐車場完備）、�

交通費規定支給

【恵庭市】プリント配線基板製造・検査  高時給でしっかり稼ぎたい!

 地元で働きたい!
 製造の仕事がしたい!
 モクモク・コツコツ作業が好き!

 土日はお休みしたい!

函館市新川町1-24　R4TM新川町 5F
株式会社スピード北海道
一般労働者派遣事業（派01-300425）�有料職業紹介事業（01-ユ-300238）

そんな仕事をお探しなら

にお任せください！
スピード北海道

恵庭 派 検査

仕　事▶�入居者･認知症高齢者の生活介護全般
給　与▶�正/月給198,693〜209,230円�

　�※経験・年齢・資格による��
　�※賞与、夜勤手当1回5,000円（月5回）、処遇改善手当を含む�
パ/時給863〜890円

時　間▶�正/［日勤］8:30～17:30��［早出］6:30～15:30�
　��［夜勤］15:30～翌9:30�※利用者状況により遅番有�
パ/応相談

勤　務▶�4週8休�★年3日特別休暇有

安心出来るよう、ペアー指導で覚えて頂きます。
仕　事▶�入居高齢者の見守り、生活支援、夕食、朝食提供
給　与▶�1勤務19,174〜19,798円
時　間▶�15:30～翌9:30
勤　務▶�週1～2回�※回数、時間応相談

待　遇▶�昇給有、賞与有、交通費規定支給、車通勤可
資　格▶�未経験歓迎・無資格もOK�

★えみな介護職員養成講座で初任者研修受講可�
��（約半額の還付金制度有）

勤務先▶�グループホームえみな�ゆうまいの家�
（千歳市勇舞7丁目10-12）、�
小規模多機能ホーム�エルムの家�
（千歳市長都駅前5丁目1-10）、�
サービス付き高齢者向け住宅えみな�うらら家�
（千歳市長都駅前5丁目1-10）

共
通
項
目

夜
勤
専
任
パ
ー
ト

正
社
員･

パ
ー
ト

★�未経験者多数勤務しています！�★勤務開始日応相談

千歳市勇舞1丁目2-2

まずはお気軽にお電話ください。担当/糸田

㈱えみな
☎23-2262（えみな�うらら家

か

）

介護職員募集中!!
株式会社えみなは株式会社えみなは「心に寄り添う介護」「心に寄り添う介護」の提供を目指しています。の提供を目指しています。

※夜勤明けの次回勤務は47〜71h後となります。

働きながら�えみな介護職員養成講座で働きながら�えみな介護職員養成講座で
初任者研修受講できます♬初任者研修受講できます♬資格資格がないがない方でも方でも

080-7656-6610

年末年始年末年始
手当支給手当支給

Wワーク
OK

千歳 正 パ 介護職員

千
歳
市

みどり台南3丁目

北陽８丁目

住吉1丁目

豊里2丁目

北斗1丁目

富士4丁目

栄町2･3丁目

錦町1･2･3･4丁目

春日町2丁目

大和1丁目

恵
庭
市

島松本町2丁目

恵み野東4丁目

恵み野南4丁目

恵み野西6丁目

黄金中央3丁目

黄金南4丁目

中島町4丁目

柏陽町１･2･３丁目

泉町

有明町3丁目

仕　事▶�生活情報紙�
「ちゃんと」の折込・配布

資　格▶�年齢不問（健康な方）��
★短期もOK

給　与▶�1部配布7.5円〜�
（ページ数により変動あり）�
＋チラシ折込手当�
＋増ページ手当�
+皆勤賞

勤　務▶�毎週木・金曜（週1～2日）
時　間▶�木曜/5:00～19:00　�

金曜/5:00～18:00�
の間で実働1～3h位�
（配布場所による）皆勤賞

1ヶ月休まずがんばろう！

★�他の配布地域もございます。詳しくはお電話でご相談ください！

年齢不問

短期OK

あり！

配布員配布員募募
集集

自分のペースで
仕事が出来るよ！

千歳市北斗4丁目13番20号 ☎0123-27-0911応募■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

千歳・恵庭 委 ポスティングスタッフ

青果部

千歳市上長都958（千歳市公設地方卸売市場内）
株式会社 恵千フーズ

https://keisen-foods.com/

資　格▶��要普免、車通勤できる方、60歳まで（定年雇用止めの為）
給　与▶�正社員/月給174,000円〜�

　　　� +残業手当+家族手当等�
パート/時給865円　�
※試用期間/時給865円

時　間▶��6:00～15:00�※夏～秋は2h程度残業有
休　日▶�日・祝
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可

期　間▶8月中旬～11月末頃まで
給　与▶時給865円　　　��時　間▶9:00～�※応相談

☎0123-40-1010 受付/9～16時
担当/大道寺応募

千歳 正 パ 配達

短期アルバイト

販売ルート配達スタッフ募集!

★商品発送業務　同時募集

どっちが
スイカでしょう！

Q ちゃんクイズ !!
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