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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

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-26-2191 担当/つのだ

レンタカー・ レンタカー・ 
ガソリンスタンド業界 ガソリンスタンド業界 

経験者大歓迎!経験者大歓迎!正社員募集!
仕　事▶�新車、中古車の販売業務、軽整備、他
資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許（AT限定OK）
時　間▶�10:00～19:00(実働8h）
休　日▶�4週8休�※火曜定休�

他シフト制�※会社カレンダーによる、年末年始
給　与▶�月160,000円～�

※例/月200,000円以上も可能�
※試用期間1～6ヶ月/時給861円～

待　遇▶�各社保完備、業績賞与年2回、燃料手当、交通費�
規定支給、車通勤可、カップ式飲料機使い放題

スターオート
千歳市東雲町5丁目7-3�株式会社スターオート�千歳店

http://starauto1995.com/

千歳 正 販売、軽整備

経験者歓迎!
アルバイト パート

仕　事▶�軽整備、洗車、オイル交換、タイヤ交換、送迎、その他
資　格▶�経験者歓迎、要普通免許（AT限定OK）
給　与▶�時給861円～
時　間▶�10:00～19:00の間でシフト制�※応相談
勤　務▶�週3日～�※シフト制�

※土・日曜のみ・Wワーク等応相談
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、カップ式飲料機使い放題

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

車が好きな未経験者さんにもおすすめ♪

☎0123-26-2191 担当/つのだ

スターオート
千歳市東雲町5丁目7-3�株式会社スターオート�千歳店

http://starauto1995.com/

千歳 ア パ 軽設備、洗車、送迎
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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）

【恵庭市】プリント配線基板製造・検査
時給1,100円~時給1,100円~高時給!

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休もしくは4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
勤務先▶恵庭市戸磯

カンタン軽作業!!カンタン軽作業!!

0120-095-0120-095-350350
まずはお気軽にお電話ください。

登録だけ
でもOK！

コロナ禍でも
業績好調のため
増員募集!!増員募集!!

恵庭 派 製造、検査

〒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

増産のため、

充実した
入社教育!

福利厚生
充実!

《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

［正社員］ハウスアドバイザー
仕　事▶物件の案内・説明、契約に係る業務
時　間▶�9:30～18:30�※残業ほぼなし�
給　与▶�月172,000円～
資　格▶�高卒以上、要普免、基本的なPC操作可

能な方、業界経験者歓迎、有資格者優遇�
休　日▶�月7日以上/年間105日�

※毎週水曜定休日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�

車通勤可、昇給制度有、賞与年1回、�
各種手当有（資格・役職）

AbleNetwork千歳駅前店

〒066-0062 千歳市千代田町6-11
株式会社平和恒産

お客様へのサービス向上と、
働く環境をさらにより良いものに

する為の募集です。

★�お客様からの「ありがとう」の言葉にやりがいを感じます。

●電話連絡の上、写真付き履歴書を郵送ください。
担当/小川☎0123-40-3000☎0123-40-3000

http://www.peace-room.co.jp

千歳 正 ハウスアドバイザー

学生さん・主婦（夫）さん大歓迎! !

資　格▶�学生さん（高校生OK）・主婦（夫）さん・�
フリーターさん・Wワーク歓迎�

期　間▶�長期、1年以内等、働く期間はご相談ください。
給　与▶�時給870円�

6時～9時/時給900円�
22時～翌5時/時給1,088円

時　間▶�上記参照　　　　
勤　務▶�週2日～�※応相談
待　遇▶制服貸与、車通勤可�

〒066-0039�千歳市富士4丁目18-8
千歳富士4丁目店

セブンで

↓ご都合に合わせて時間を選べます!!↓
6:00〜9:00 6:00〜13:00 9:00〜13:00

17:00〜21:45 21:45〜翌1:00 21:45〜翌6:00

☎0123-27-4711担当/橋本
まずはお電話ください！ 面接時履歴書不要です。

はじめよう！
短期3ヶ月のお試しシフトもあります♪

5月にリニューアルしました!

バイトを

千歳 ア パ 店内業務全般

グループホーム グループホーム 北のくにから北のくにから
〒061-1353　恵庭市島松本町4丁目8-25

㈲セカンドライフ

☎0123-37-2985まずはお電話ください。
担当/小野瀬

◆介護スタッフ
仕　事▶�入居者様の生活のお手伝い
資　格▶�不問、未経験の方大歓迎、�

土日勤務出来る方尚歓迎
給　与▶�時給890円�※試用期間/時給865円
時　間▶�①7:00～16:00　②8:30～17:30　�

③10:30～19:30　�
※①～③選択可（シフト制）�
※全てのシフトに入れる方尚可

勤　務▶�週2～5日�※日数応相談
待　遇▶�各社保完備、資格手当（試用期間後）、�

交通費（月25,000円迄）実費支給、車通勤可、�
処遇改善手当年3回別途支給、正職員登用制度有

夜勤ナシで
働きやすい

2020代代〜〜6060代代
みんな大活躍中!みんな大活躍中!

働き方働き方について、について、
遠慮なくご相談ください！遠慮なくご相談ください！

笑顔があふれる♪

恵庭 ア パ 介護

検索千歳市社協

千歳市新富1-3-5社会福祉法人
千歳市社会福祉協議会 ほっとす

給　与▶月181,300円～　※昇給有
時　間▶8:45～17:15（休憩45分）
資　格▶�社会福祉士･保健師･介護支援�

専門員のいずれかの資格保持者、�
要普免（AT限定可）

勤　務▶週5日
待　遇▶�各社保完備、通勤手当、住宅手当、�

寒冷地手当、退職金手当、賞与有�
（年2回）、各種休暇制度有

高齢者の暮らしを地域でサポートしませんか？

☎42-3133まずはお電話ください。

詳しくは

［受付］月～土/8:45～17:15　［担当］介護総務係/岡田

千歳市社協職員職員
千歳 正 地域包括支援センター職員

募集！

勇払郡安平町早来富岡210-20
株式会社北海道興農社

［短期アルバイト］とうもろこしの収穫・選別・箱詰め［短期アルバイト］とうもろこしの収穫・選別・箱詰め
期　間▶8月上旬～10月末
仕　事▶�とうもろこしの収穫・選別・箱詰め等
資　格▶���経験者・未経験者ともに歓迎、�

車通勤できる方（公共交通機関が少ない為）

ひとつひとつ教えますので、安心して働けます♪

【受付】平日9:00～17:30
担当/笠井☎0145☎0145--2626--28002800

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

給　与▶�時給900円
時　間▶�8:00～16:00（実働7h・休憩1h）
休　日▶�月8～10日�※要相談
待　遇▶�交通費規定支給、労災保険有

8月上旬

10月末10月末
まで

▼とうもろこしとうもろこしのの

バリバリ働きたい方バリバリ働きたい方
必見!!必見!!

とうもろこしの後には とうもろこしの後には 
かぼちゃの収穫作業があります！かぼちゃの収穫作業があります！

収穫収穫・・選別選別・・箱詰め箱詰め

安平 ア とうもろこしの収穫・選別・箱詰め

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
募集!!

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2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�

恵庭 パ 清掃

未経験者歓迎!!未経験者歓迎!!

急募!!急募!!

仕　事▶�《ホール》注文受け・料理提供・下げ膳等　
《キッチン》調理業務・洗い物等

時　間▶18:00～24:00の間で実働2h～
給　与▶�時給1,076円～　�

※時間帯加給・深夜割増含む
勤　務▶週2日～OK
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、まかない有、�

制服貸与、昇給有

千歳市幸町2丁目5-1

まずはお気軽にお電話ください。《受付》15～24時

☎0123-26-9440
居酒屋 龍のす

ホール･キッチンホール･キッチン募
集

テスト休み等、お休み柔軟に対応できます！

担当/赤岡

WワークWワーク
OK！OK！

1日体験有！
まかない有！

千歳 ア パ ホール・キッチン

(株)東洋実業�千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20�第12ふじやビル4F

清掃
スタッフ

☎22-5280 採用係

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

時間・日数ともに、
お気軽にご相談ください！

仕　事▶新千歳空港商業施設エリア内の共用部分清掃
時　間▶�21:00～翌1:00　�

※実働4h
給　与▶�時給900円��

※22時～翌1時/時給1,125円
勤　務▶月15～20日
休　日▶シフト制
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給（月18,000円まで）、�

車通勤可

現在のスタッフは
全員男性です。

千歳 パ 清掃

■パート看護師募集
仕　事▶看護師業務全般
資　格▶�看護師・准看護師資格
給　与▶時給1,400～1,600円
時　間▶�①8:00～14:00�

②8:00～17:30�
※①②選択制�※応相談

休　日▶土日、他
待　遇▶雇用・労災保険、車通勤可、昇給有
応　募▶写真付履歴書をご郵送ください。

〒066-0062�
千歳市千代田町3丁目5番地�セントラルビル4F宛先

☎0123-40-0022
古泉循環器内科クリニック
医療法人社団

★時間帯選べます

千歳 パ 看護師
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