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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】

仕　事▶和風居酒屋でのホール業務
時　間▶�17:00〜23:00の間で実働4〜6h
給　与▶�時給900円〜 

※22時以降/時給1,125円〜
勤　務▶�週3〜4日
待　遇▶�交通費規定支給（徒歩通勤者も支給）、�

制服貸与、雇用保険

千歳市幸町1丁目9
(ニューサンロード内）

まずはお気軽にお電話ください。（面接時、履歴書不要）

☎0123-27-2354
居酒屋 あじ彩 

ホールスタッフ募集!

【受付/15時以降】

随時昇給有! 学生さん歓迎

千歳 ア パ ホール

仕　事▶��接客、査定、買取等の店舗営業業務
資　格▶�未経験者歓迎、土日祝勤務可能な方
給　与▶�時給1,100円　 

※試用期間3ヶ月/時給950円
時　間▶��10:00〜19:00の間で5〜8h　�

※応相談
勤　務▶�土日含む週3〜5日　※応相談
待　遇▶�各社保完備、�

交通費規定支給、車通勤可

恵庭市恵み野里美2-15�フレスポ恵み野モール棟�

まずはお気軽にお電話ください

0120-157-881
買取専門店 恵庭フレスポ恵み野店わかば

受付/10〜19時
担当/柳田

恵庭 パ 店内業務
ブランド品の知識や業界の 
専門知識は一切不要ですスタッフ募集!

未経験者未経験者
歓迎!歓迎!

仕　事▶�受付・会計・PC入力・レセプト業務等
資　格▶�未経験者可、医療事務経験あれば尚可
給　与▶時給1,000円
時　間▶��８:30〜18:00（時間応相談）
休　日▶�木・土曜の午後、日曜・祝日
待　遇▶�交通費規定支給、シューズ・制服貸与、�

車通勤可

〒066-0073
千歳市北斗6丁目1-1

応募 ☎23-4320
北斗内科小児科医院

受付/9〜18時

千歳 パ 医療事務

医療事務員募
集

★時間応相談 ★未経験可

保育園の

先生先生募集!!募集!!
[正職員・パート]保育士
仕　事▶�園児との遊び、食事の世話、�

睡眠介助等の保育業務全般
資　格▶保育士資格、経験不問（あれば尚可）、年齢・学歴不問
給　与▶�正/月給197,650〜241,650円 

パ/時給1,030円
時　間▶�6:30〜19:30の間で�

正職員は実働8h、パートは実働5h程度�
※シフト制、応相談

休　日▶�正/日・祝、他（シフト制）　パ/日数等応相談
待　遇▶�各社保完備（勤務による）、交通費規定支給、�

車通勤可、昇給有、早番･遅番手当有�
[正職員のみ]�
賞与年2回有、退職金制度有、充実した住宅手当有

お電話のうえ、写真付履歴書を下記住所にご郵送ください。
〒003-0833   札幌市白石区北郷3条3丁目8-15
学校法人自由創造学園 北郷あゆみ幼稚園　森下　宛

法人本部（担当/森下）☎011-876-6200
苫小牧市ウトナイ
南6丁目8-36苫小牧みらい保育園

苫小牧 正 パ 保育士

千歳市柏台南
1丁目1-9（株）

仕　事▶�おにぎり・お茶漬け・サンドウィッチ等の軽食�
作り、海鮮・お肉の弁当販売、簡単な盛付・洗浄等
の調理補助、レジ打ち・品出し等

資　格▶�未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎、�
ブランクOK、土日祝勤務できる方歓迎

給　与▶�時給900円〜　 
※早朝7〜9時/時給1,000円〜

時　間▶�7:00〜20:50の間で実働7〜8h　�
※現在はコロナ禍の為8:00〜18:00の�
　時短営業です。

勤　務▶週4日〜　※希望応相談
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、昇給有、制服貸与、

正社員登用制度有
勤務先▶�お弁当処�美食千歳、ごちそうDELI、茶屋美食千歳

（新千歳空港国内線ターミナルビル2F）

販売・調理補助
1,000円～

★マニュアルがあるので 
　未経験でもOK! 

スタッフ

募集!
早朝時給

【受付/9時〜17時】　担当/羽根田（はねだ）
☎0123-49-3366

まずはお気軽にお電話ください。 

千歳 ア パ 販売、調理補助

美食千歳 茶屋美食千歳ごちそうDELI

苫小牧市植苗
577番地1

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

期　間▶�即日〜11月下旬まで
資　格▶�車通勤可能な方
仕　事▶浴室清掃、施設内清掃
給　与▶��時給950円
時　間▶�5:30〜18:00の間で実働6h��

※シフト制
勤　務▶週3〜4日
待　遇▶�交通費規定支給（上限5万円)、�

制服貸与、有給休暇、従業員食堂有、�
ゴルフプレー優待制度有

未経験者
歓迎!

☎0144-57-5757
担当/ 五ヶ市（ごかいち）・川村

急募！急募！

パートさん募集!!パートさん募集!!
施設清掃施設清掃

苫小牧 パ 施設清掃

時　間▶�①8:00〜12:00�
②12:00〜16:00��
※①②シフト制

勤　務▶�週5日
給　与▶�時給886円 

★日曜・祝日は時給+30円 
※試採用期間4ヶ月/時給861円

待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、�
有給休暇、共済会

向陽台店

向陽台店

千歳市
白樺2-3

☎28-3511☎28-3511応募 担当/安田

スタッフスタッフ
募集!!募集!!

農産 or 畜産 ★1日4時間からOKパート

千歳 パ 農産、畜産
時　間▶�［正］8:00〜21:00の間で実働8h�

［ア・パ］8:00〜21:00の間で実働3〜8h（シフト制、応相談）�
　　　�例）8:00〜15:00、12:00〜21:00など

勤　務▶［正］4週6休　［ア・パ］週3〜6日�※曜日・日数相談に応じます。
給　与▶�［正］月給160,000円〜　［ア・パ］時給870円〜 ※試用期間2ヶ月/時給861円〜
資　格▶�未経験者歓迎　　　　休　日▶�水曜（定休日�※水曜が祝日の場合は木曜）
待　遇▶�交通費1日500円迄支給、制服貸与、各社保完備（正のみ）、正社員登用制度有、車通勤可

★6月にOPENしました！

応募恵庭市黄金中央1丁目
13-3 ライズY黄金 1階パティスリーよつばのクローバー 担当/下出

（しもで）☎33-9608

勤務時間など、
お気軽に

ご相談ください!

よつばのクローバーよつばのクローバー

パティスリーパティスリー よつばのクローバー よつばのクローバー

ジェラート&ベイクドジェラート&ベイクド

[正・ア・パ] 製造補助
ケーキの飾りつけ、洗い物、店内清掃等

[正・ア・パ] 販売
接客や洋菓子の箱詰め作業

2店舗同時募集2店舗同時募集

.PNG .AI

未経験者
 歓迎！

恵庭 正 ア パ 販売、製造補助

【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 
★Wワーク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

未経験者歓迎！
研修制度あります♪

MMS マンションマネジメントサービス㈱

電話の上、写真付履歴書持参�※面接は当社または千歳市内

苫小牧市若草町3丁目2-7大東若草ビル4F

～札幌時計台指定管理者～
☎0144-35-1371

◆千歳市文京
期　間▶2ヶ月毎の更新制
仕　事▶�受付、巡回、点検、清掃、草刈、除雪等
資　格▶�65歳以下（定年雇用止めの為）
給　与▶時給861円
時　間▶�月・火・水・金・土/8:30〜15:30、木/8:30〜12:00
休　日▶�日・祝、夏季・年末年始
待　遇▶�交通費実費支給、制服貸与、車通勤応相談、試用期間2ヶ月有

60歳以上60歳以上
も歓迎!!も歓迎!!

千歳 パ マンション管理員

製造員募集パート

山崎製パン㈱札幌工場 恵庭市恵南10-1 ★中央バス｢山崎製パン札幌工場前｣から徒歩5分

《受付》9〜18時
人事採用担当まで☎0123-34-1128まずは、お気軽にお電話ください。

恵庭 パ 製造

★ご都合に合わせて働きやすい!  
★ブランクのある方、未経験者大歓迎!

仕　事▶�パン・和洋菓子・弁当等の製造（ベルトコンベア�
を利用した仕上げ・盛り付け等のライン作業）�

時　間▶�①�昼勤/�ⓐ8:00〜16:30（休憩1h）�
ⓑ9:00〜17:30（休憩1h）

　　　　②�夜勤/19:00〜翌3:30（休憩1h）
勤　務▶�週3〜5日�※面接時に相談可
給　与▶�①時給950円　②時給1,020円 

※22〜翌5時は時給1,275円
資　格▶�未経験者歓迎、食品衛生上マニキュア・付け爪・�

ひげは禁止、貴金属類の着用不可
待　遇▶�社会保険完備、交通費規定支給、車通勤可、�

当社製品社内販売有、格安食堂完備（パン食は無料）、�
制服貸与、昇給・賞与有、近郊エリア無料送迎バス有

★週3日~OK! 徐々に日数を
　増やすことも可能。
★昼勤だけ/夜勤だけの固定勤務。
★ JR恵庭駅から無料送迎バスあり!  

詳しくはお問い合わせください。

アルバイト希望の方も、お問い合わせください。

地域社員も同時募集中!!
詳しくはこちら

※月収は勤務条件により変動します。
※生産状況に応じて残業の可能性有

【昼勤】 114,000～156,750114,000～156,750円円

【夜勤】【夜勤】  140,768～193,556140,768～193,556円円
7.5h×（16〜22日）＋深夜手当�※別途残業代有

7.5h×（16〜22日）�※別途残業代有

月16日～月22日勤務の場合月収例

千歳市桜木3丁目1-1
ラブアリス千歳桜木児童通所支援センター

利用者さまの増加に伴い増員募集増員募集です！

資　格▶�教員免許、保育士、児童指導員要件を満たす方、無資格でも応募可
時　間▶�①10:00〜17:00�②13:00〜17:00または18:00��

※他の時間も相談可
給　与▶�有資格者/時給1,000円〜 

無資格者/時給950円〜
勤　務▶週2日〜
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6ヶ月有

☎0123-23-0081採用担当

まずはメールかお電話でご連絡ください。

lovealice.chitose@gmail.com

★言語聴覚士も同時募集/月22万円～

1人1人に目が届く、安心できる環境を目指しての募集です。
スタッフの働きやすさも大切にしています。

千歳 パ 児童デイサービススタッフ

給　与▶�時給861円〜
時　間▶�19:00〜23:30、�

19:00〜23:00
勤　務▶週3日
待　遇▶�労災保険、交通費規定支給、車通勤可（無料

駐車場有）、制服貸与、従業員割引有（一緒に
来店した家族も対象）、仕事終わりの温泉入
浴無料、深夜割引有

恵庭 パ 浴場管理

浴場管理浴場管理
スタッフ募集!スタッフ募集!

★★WワークOK!!WワークOK!!
★★扶養内勤務です！扶養内勤務です！

恵庭市戸磯恵庭市戸磯
397-2397-2えにわ温泉 ほのか

担当/のぶなり☎32-2615応募

パ
ー
ト

★�3日払い・週払いOK！
★�即シフト入り・即勤務もOK！

※規定有

オススメ
今週の
ホットスタッフ苫小牧

77 案
件

その他お仕事多数！ 登録のみも大歓迎♪

あなたに近い派遣会社あなたに近い派遣会社 給　与▶�時給1,300円〜
時　間▶�①8:30〜17:30��

②20:30〜翌5:30
休　日▶週休2日（土･日曜）

千
歳･

苫
小
牧

車部品製造スタッフ

稼げる！2交替制稼げる！2交替制1,300円〜1,300円〜
時給

まずはお電話ください！
0120-116-377

苫小牧市旭町3丁目7-6グランドール旭町1F

労働者派遣事業 （派）01-301336
有料職業紹介事業 01-ユ-300541

㈱ホットスタッフ苫小牧

待　遇▶�各社保完備、制服貸
与、退職金有、交通費
実費支給（上限有）、
週払いOK（規定有）

《共通項目》�

給　与▶時給1,000円〜
時　間▶�8:20〜17:20��

※実働8h
休　日▶土･日曜�※大型連休有

恵
庭

簡単組立てスタッフ
短期･長期選べる短期･長期選べる

給　与▶時給1,100円〜
時　間▶�①9:30〜18:30�②11:15〜20:15�

※シフト制
休　日▶�週休2日�※シフト制

販売スタッフ
1,100円〜1,100円〜

時給北
広
島 短期･長期選べる短期･長期選べる

給　与▶時給950〜1,188円
時　間▶�①7:45〜17:00�※実働8h�

②16:45〜翌2:00�※実働8h
休　日▶週休2日�※他企業カレンダーによる

由
仁 950円〜950円〜

時給 仕分け・選別・梱包
日勤･夜勤選べる日勤･夜勤選べる

給　与▶時給1,000円〜
時　間▶�8:20〜17:35��

※実働8h
休　日▶�週休2日（日曜、他）

安
平

簡単木材加工･仕分け
1,000円〜1,000円〜

時給時給
週3日から勤務OK週3日から勤務OK

給　与▶時給1,100円〜
時　間▶�①7:00〜16:00�②18:00〜翌3:00�

※日勤のみ･夜勤のみの勤務相談可
休　日▶�日曜

千
歳

トマトの選別
1,100円〜1,100円〜
時給時給

短期!8月中旬〜10月中旬短期!8月中旬〜10月中旬

給　与▶時給1,050円〜
時　間▶�8:30〜17:30�

※実働8h
休　日▶�土･日曜、祝日�※大型連休有

恵
庭

簡単軽作業
1,050円〜1,050円〜

時給時給
女性活躍中女性活躍中

1,000円〜1,000円〜
時給時給

ほっとけんさく

千歳・恵庭・他 派 製造、組立て、販売、仕分け、加工
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