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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・恵庭から車で20〜30分程度、静かな道で快適通勤♪

仕　事▶�調味料の包装作業、パレットへの移動等
資　格▶�未経験者歓迎、フリーター・主婦（夫）歓迎、�

車通勤できる方
給　与▶�時給915円～
時　間▶�10:00～16:00（実働5h、休憩1h）
休　日▶�土日祝、他会社カレンダーによる
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費規定支給、無料駐車場有、�

作業服貸与、有給休暇

女性多数活躍中!!女性多数活躍中!!
千歳・恵庭在住の千歳・恵庭在住の時給915円〜

扶養内
OK

まずはお電話ください。職場見学もOK!! 

☎0145-22-3452 担当/佐々木

勇払郡安平町早来富岡254-6�
東海物産㈱北海道工場
■調味料探究会社

カンタン作業！ イチから丁寧に教えます★

安平 パ 食品梱包作業

資　格▶�未経験者歓迎、明るく健康な方
給　与▶�時給900円  ※試用期間2ヶ月有/時給861円
時　間▶�①9:15～16:15（実働6h）�

②11:15～18:15（実働6h）�
③9:15～18:15（実働8h）�
※①②③のシフト制

勤　務▶�週4～5日（要相談）�
待　遇▶�交通費規定支給

千歳市美々�新千歳空港�国内線ターミナルビル2F

まずは、お電話ください。 （面接は新千歳空港で行います。）

080-1862-8144
アイヌ工芸品店アイヌモシリ三光

【受付/10:30～17:00】
担当/藤岡

接客・販売スタッフ急募!!急募!!

アイヌ文化に興味がある方歓迎!!アイヌ文化に興味がある方歓迎!!

千歳 ア パ 店内業務

長沼町幌内1066

担当/
加藤・高橋

まずはお電話ください。

☎0123-84-2121
雪印種苗(株) 北海道研究農場

仕　事▶とうもろこしの交配作業
給　与▶�時給1,000円
期　間▶7月26日前後～8月20日頃
時　間▶�①8:40～17:30��

②8:40～15:00
休　日▶降雨時と本人の希望日
待　遇▶交通費規定支給

夏休みの短期アルバイト!
初めての方
でもOK!!

恵庭・千歳市街より車で20分程度の場所

その他 ア 試験業務

仕　事▶�福祉施設内の日常清掃。床のモップ拭き、�
トイレ清掃等の家庭的な仕事です。

資　格▶�未経験者・ブランクある方OK
給　与▶�時給865円
時　間▶�6:00～9:30�※6:30～10:00もOK
勤　務▶週3日
休　日▶�日・祝日、他お盆・正月休み有
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、�

扶養控除内勤務可
勤務先▶�千歳市大和4丁目3-11（支笏湖通り沿い）

■ビルメンテナンス業

大和ビル管理 株式会社
〒062-0933�札幌市豊平区
平岸3条9丁目10-6

清掃スタッフ募集!!

受付/9～18時（月～金）
担当/管理部☎011-812-7718

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。 
★相談の上、面接の場所を決定します。

Wワーク
OK！

千歳 ア パ 清掃

仕　事▶スーパーの店舗内清掃
給　与▶�時給920円
勤　務▶�①月・火・水　②火・水　※各1名募集
時　間▶�平日/7:30～10:00　祝日/6:30～9:00
�待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、有給休暇有
勤務先▶�恵庭市恵み野里美2丁目（JR恵み野駅西側）

清掃スタッフ
920920円円

募
集

時時
給給

二幸産業 〒060-0031
札幌市中央区北1条
東2丁目5-2
札幌泉第１ビル☎011-241-2580

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。

北海道支社 担当/畠山

株式
会社

WワークWワーク
OK!!OK!!

朝の時間を有効に! 男
女
と
も
に
活
躍
中

男
女
と
も
に
活
躍
中
‼‼元気な元気な

60歳以上60歳以上の方も歓迎♪の方も歓迎♪

恵庭 パ 清掃

★両方できる方募集 急募!!調理補助・宅配スタッフ

千歳市白樺
2丁目5-8

仕　事▶�厨房（惣菜・弁当調理補助）、宅配業務
資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許、要普通免許、�

経験者優遇
給　与▶�時給870円
時　間▶�7:00～14:00、14:00～18:00　�

※うち実働3h～（応相談）
待　遇▶制服貸与、車通勤可（無料駐車場有）

えどやえどや 向陽台店

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎21-9103

千歳 ア パ 調理補助、宅配業務

千歳市美々
新千歳空港国内線ターミナルビル3F海老善

まずはお気軽にお電話ください｡　【担当/上野】

◆ホール・洗浄スタッフ（パート）
時　間▶10:00～16:00�※応相談
給　与▶時給900円～
勤　務▶週5日�※応相談

◆ホール（アルバイト）
時　間▶�17:00または�

18:00～21:00
給　与▶時給900～950円
勤　務▶�土日＋平日1日～で応相談�

★土日勤務できる方歓迎

《共通項目》
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、試用期間有

洗浄スタッフ
募集‼︎&ホール

海老善新千歳
空港の

千歳 ア パ ホール・洗浄

090-8906-1046090-8906-1046

学生さん学生さん
大歓迎! 大歓迎! 

高校生可!高校生可!

応募

◆大手食品工場での検品・出荷
給　与▶時給1,000円
時　間▶�8:30～17:20(休憩70分)　�

※残業月10h程度

◆倉庫内でのフォークリフト作業
給　与▶時給1,200円
時　間▶�7:30～16:30�

※慣れてきたら夜勤も有

《共通項目》
勤　務▶週5日
休　日▶日曜　※休み希望OK
待　遇▶�社保完備（規定あり）、制服貸与、�

無料駐車場完備、無料送迎バス有  
★職場見学出来ます。

勤務先▶千歳市内

札幌市中央区北2条西2丁目4�マルホビル3階

★履歴書不要！　お気軽にお問合せください！

派04-300244

0120-126-875
東洋ネクスト株式会社 札幌オフィス

★ 千歳市内のお仕事！ ★ 千歳市内のお仕事！ 
地元で働こう♪地元で働こう♪

スタッフ募集‼スタッフ募集‼

送迎可

★ コロナの影響もなく、 ★ コロナの影響もなく、 
安定して働ける♪安定して働ける♪

検品･出荷/フォークリフト検品･出荷/フォークリフト
千歳 派 検品・出荷、フォークリフト作業

株式会社 木内建販

まずはお気軽にお電話ください。

☎24-6171

〒066-0072�千歳市自由ケ丘4丁目6-12

大型ダンプ大型ダンプ
運転手運転手急募!急募!
資　格▶�大型自動車免許、�

経験者優遇
時　間▶�8:00～17：00
給　与▶�月280,000円～ 

※基本給+運転時間手当約40h含む 
　+通勤手当 
★残業の有無に関わらず給与保証 
※未経験者は1ヶ月の試用期間後、 
　面談にて決定

休　日▶�日曜、他会社指定日、年末年始、GW、�
お盆、他3～4月に不定休有

待　遇▶�各社保完備、作業服貸与、賞与年2回

1名
募集

千歳 正 大型ダンプ運転手

札幌市東区北12条東4丁目1-15 ガーデンコアN12 1階
株式会社 ベネフィット

清掃スタッフ
急募!!

まずはお気軽にお電話ください。�
面接は恵庭市内で行います。写真付履歴書をお持ちください。�

☎011-598-8990受付/9～17時
担当/大森�

物流センター （恵庭市北柏木町5丁目）
時　間▶8:30～11:30�
勤　務▶週3～4日　※土日休み　※応相談�

ホームセンター（恵庭市恵み野里美2丁目）
時　間▶8:00～12:00
勤　務▶土日含む週3～4日　※応相談�

《共通項目》
仕　事▶�店舗及び、物流センター内の日常清掃�

（男女トイレ清掃有）
資　格▶�未経験者歓迎、65歳以上の方も歓迎
給　与▶  時給870円 
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、有給休暇、�

試用期間3ヶ月�

未経験者歓迎!!未経験者歓迎!!

恵庭 パ 清掃

札幌市中央区南2条
西11丁目327-12-403協働美装㈱札幌支店

《勤務先》南恵庭駐屯地内隊員食堂
◆調理師（フルタイム）�
給　与▶時給1,000円～�
資　格▶調理師資格必須
時　間▶�4:00～13:00�※実働8h（応相談）
◆調理補助
給　与▶ 時給900円 ※5時迄深夜割増有/時給1,125円
時　間▶�①4:00～7:30�※実働3.5h（応相談）�

②4:00～13:00�※実働8h（応相談）
◆食器洗浄
給　与▶ 時給900円 ※試用期間3ヶ月/時給880円
時　間▶�①9:30～18:30（実働7h）�

②9:30～16:00（実働5h）�
③12:00～18:30（実働5h）�
※①～③選択OK�
④12:00～18:00（実働4.5h）/土日祝�
※月に数回土日勤務あります。

《勤務先》北恵庭駐屯地内隊員食堂
◆調理師（フルタイム）
給　与▶時給1,000～1,200円
資　格▶調理師資格必須
時　間▶�①4:00～13:00（実働8h）��

②8:30～18:45（実働8h）�
※①②選択可

◆調理補助（炊飯要員）
給　与▶�時給1,000円  

※5時迄深夜割増有/時給1,250円
時　間▶�4:00～7:30�※実働3.5h（応相談）

《共通項目》
勤　務▶シフト制�※日数・時間はご希望をお伺いします。�
待　遇▶�各種保険完備(時間数による）、制服貸与、�

交通費規定支給

未経験者未経験者
OK！OK！

未経験者未経験者
OK！OK！

短時間勤務短時間勤務
もご相談 もご相談 
くださいください

短時間勤務短時間勤務
もご相談 もご相談 
くださいください

未経験者未経験者
OK！OK！

まずはお電話ください。面接は、恵庭市内で行います。

☎011-215-8908

恵庭 パ 調理師、調理補助、食器洗浄

まずはお電話ください！ 担当/正能（しょうのう）

仕　事▶接客、レジ、品出し等の店内業務全般�
資　格▶�未経験者歓迎、学生可
給　与▶�平日/時給900円 

土日祝/時給950円 
※試用期間100h/時給865円

時　間▶��①8:00～13:00�②12:00～17:00�
※応相談

休　日▶�シフト制�※年中無休
勤　務▶�週2～6日�※応相談
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与
勤務先▶�シャトレーゼ恵庭店/恵庭市本町7-3

☎0123-25-3321

土日祝は
時給950円!

扶養内
勤務も可

ボヌール株式会社
恵庭市本町7-3�シャトレーゼ恵庭店

時間帯応相談！フルタイム大歓迎!!時間帯応相談！フルタイム大歓迎!!

シャトレーゼ恵庭店シャトレーゼ恵庭店
スタッフ募スタッフ募集集!!!!

恵庭 ア パ 店内業務

農業生産法人

㈱けーあいファーム
〒066-0001�千歳市長都1010番地

担当/阿部☎42-8255
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

給　与▶時給870円～ ※経験・能力による
時　間▶�6:00～18:00の間で4～8h�※応相談
勤　務▶週2日～OK

◆正社員
給　与▶�月給175,000～230,000円+残業代
時　間▶�6:00～18:00の間で8～9h��

※シフト制�※1年変形労働時間制
休　日▶�週1日～、夏季(5～6日)、冬季(12～16日)�

※シフト制�※年間休日93日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、昇給・賞与

有、有給休暇、社員割引有、寮完備、�
試用期間3ヶ月（同条件)

資　格▶�高卒以上、要普通免許、�
フォークリフト免許・大型特殊免許・�
大型自動車免許持っている方優遇

しいたけ栽培、野菜加工作業、 
工場仕分け作業等

種蒔き、苗準備、畑準備等
定植、草取り、収穫等
草取り、収穫、選別、仕分け等

12月～3月

3月～4月
5月～8月

8月～11月
★ 希望者は南大東島（沖縄県)でサトウキビ 

の収穫作業もあります。（12月～翌3月）

こんな野菜作ってます!▶▶

笑
顔
い
っ
ぱ
い
♪

笑
顔
い
っ
ぱ
い
♪ キャベツ、ブロッコリー、人参、カボチャ、白菜、スイートコーン、しいたけ、麦、大豆…

野菜の収穫･農作業野菜の収穫･農作業
小さいお子さんがいるスタッフ多数!!小さいお子さんがいるスタッフ多数!!

通年雇用なので長く働ける!!

千歳 正 ア パ 収穫・農作業

パート･アルバイトも同時募集! ★即日～通年雇用

●モクモク働くのが好き…
●手に職をつけたい…
●資格や経験を生かしたい…

●人と話すのが好き… 
●目標があると燃えるタイプ…
●車が好き…

仕　事▶��来客対応、商品説明、簡単な車内清掃等
給　与▶ 月給195,000円～
時　間▶�9:30～18:30
勤　務▶土･日曜含む週5日�※応相談
勤務先▶みどり台店/千歳市みどり台北1丁目3-10

★異業種からの転職OK！
★販売ノルマなし♪
★男女ともに活躍中!!

★資格を活かせる！
★月給22万円以上!!

そんなアナタにぴったりなのは!▼ そんなアナタにぴったりなのは!▼

★未経験者OK！男女ともに活躍できます！
★手に職つけよう♪無資格OK！
★頑張る人を応援します!!

仕　事▶��自動車の修理、点検、整備、車検対応、故障診断
資　格▶自動車整備士2級以上の資格保有者
給　与▶ 月給223,000円～+別途残業代

仕　事▶��自動車の修理、点検、整備、板金、塗装工
給　与▶ 月給175,000円～+別途残業代

《全体共通項目》
資　格▶�要普免、未経験者歓迎、経験者優遇
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�

制服貸与、車通勤可（従業員無料駐車場有）

《①②共通項目》�
資　格▶44歳以下（長期勤続によるキャリア形成の為）�
時　間▶�9:00～18:00（休憩120分）
休　日▶日曜、祝日、夏季休暇、年末年始
勤務先▶本社/千歳市上長都1160-42

千歳 正 整備、受付・接客

☎0123-23-9912
まずはお電話ください。 担当/星

㈱ホシボデー 千歳市上長都1160-42
（上長都第三工業団地内）

❶自動車整備士･板金･塗装工見習い ❸自動車販売･営業スタッフ

❷自動車整備士
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