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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
道と川の駅「花ロードえにわ」敷地内
恵庭市南島松817-18 ☎36-2700

毎週木曜日は加工品Day！【営業時間】9:00～17:00

給　与▶①時給900円 ②時給1,000円
時　間▶��①10:30〜14:00�

②17:30〜21:00または22:00�※変動有
休　日▶�シフト制�※希望に合わせます。
待　遇▶�交通費規定支給、食事補助、�

制服貸与、車通勤可能

 ★給与は週払いです。

千歳市北陽3丁目8-17

お気軽にお電話ください。

☎0123-25-3000
焼肉ドルバ

担当/マスダ

�ホ�ホーールスタルスタッッフフ
募集中!!募集中!!

千歳 ア ホールスタッフ

資　格▶�看護師、准看護師、祝日勤務できる方、�
オンコール対応可能な方

給　与▶時給1,300～1,400円
時　間▶9:00〜17:30���※応相談
休　日▶�土･日曜
待　遇▶�各社保完備（時間による）、交通費規定支給、

祝日・オンコール手当支給�

千歳市東郊1丁目19-10

まずはお気軽にお電話ください。

070-4790-0706
訪問看護ステーション プレモ

採用担当者

週末のみ、オンコール対応可能な方 
も同時募集!

働き方選べます！働き方選べます！フルタイム扶養内勤務

訪問看護師訪問看護師募集中!!募集中!!

千歳 パ 看護師

WワークOK!

☎0123-22-1090
まずはお電話ください。後日面接を行います。

【平日/9〜18時】　担当/スズキ

仕　事▶�マンション管理人
資　格▶�経験不問
給　与▶�時給861円
時　間▶�8:00〜15:30（月〜金曜）�

8:00〜12:00（土曜）
勤　務▶�月〜土曜
休　日▶�日曜・祝日、年末年始
待　遇▶各社保完備、交通費規定支給
勤務先▶�千歳市長都駅前

北海道東急ビルマネジメント(株)

〒066-0027�千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7�1F
千歳・苫小牧営業所

マンション管理人
募集します。
千歳市長都駅前に勤務

千歳 パ マンション管理人

仕　事▶�建設現場での�
資材運搬等

資　格▶大型自動車免許
給　与▶月給250,000円～
時　間▶7:00〜17:00の間　※現場による
休　日▶日曜日、土曜日（月2回）
待　遇▶社保完備、車通勤可、無料駐車場有

ドライバー

恵庭市本町83番地1

まずはお気軽に
お電話ください。 ☎0123-34-8877

Ichii〈いちい〉運輸（株）

月給25万〜

大型ダンプ
恵庭 正 大型ダンプドライバー

お気軽にお気軽に
お問合せお問合せ
くださいください

短時間短時間
OK!OK!

【担当/山崎】���☎22-5511☎22-5511応 募
★契約社員同時募集

千歳市日の出1丁目1-31-6グループホームゆうび

仕　事▶認知症高齢者の食事、入浴、排せつ等介護全般
給　与▶�無資格/時給880円 

初任者研修/時給930円～
時　間▶�6:30〜17:15の間で実働3〜7.5h
勤　務▶�週2〜5日
休　日▶シフト制
待　遇▶�社保完備（勤務時間による）、交通費規定支給、�

車通勤可、福利厚生リロクラブ加入、有給休暇有、�
正社員登用有

グループホーム
スタッフ募集!

千歳 パ 介護

仕　事▶�電話・来客対応、PC入力等の一般事務
資　格▶�未経験者歓迎、簡単なPC操作が可能な方
給　与▶�正/月150,000円～ 

パ/時給1,000円～
時　間▶�8:00〜17:00�※パートは応相談
休　日▶�土日祝、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、無料P有、昇給・賞与有

８
月
に
ス
タ
ー
ト
し
た
ば
か
り
の

新
し
い
会
社
で
す
♪

一般事務員一般事務員

恵庭市本町83番1
株式会社 BREAK(ブレイク)

募集募集
★★パートは時間応相談パートは時間応相談
★★お休み充実!!お休み充実!!

未経験者未経験者
歓迎!!歓迎!!

☎0123-21-9307
まずはお気軽にお電話ください。

恵庭 正 パ 一般事務

恵庭市
北柏木町3-89�

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-32-3221
㈱堀川 北海道事業部
■食品製造業（かまぼこ・ちくわ・茶碗蒸し等）

総務・経理課

◆生産補助（製造・包装・箱詰等）
期　間▶�12月末まで、もしくは翌3月末まで�

※長期も応相談
給　与▶�時給890円～
時　間▶��ⓐ9:00〜18:00�ⓑ13:30〜18:00�

ⓒ13：00〜22：00（12月末まで）�
※その他の時間帯も応相談

◆製造業務 ※力仕事があります。
期　間▶�長期
給　与▶�時給1,000円～
時　間▶5:30〜20:30の間で実働8h（シフト制）

短期

長期
★未経験者歓迎！

生産補助生産補助
製造業務製造業務

【共通項目】
休　日▶�4週8休（シフト制）�※生産状況により増減有
待　遇▶�社保完備、車通勤可（駐車場無料）、交通費規定支給、

制服貸与（靴代自己負担）�
【生産補助ⓐⓑのみ】恵庭市内送迎バス有�
【長期のみ】有給休暇、賞与年2回、昇給有

短期

長期

恵庭 パ 生産補助、製造業務

東洋ワーク株式会社 札幌市豊平区美園3条3丁目1-27
■業務請負業・労働者派遣（派04-010080）

恵庭 派 積込作業、マシンオペレーター

0120-451-457
面接はお住まいの地域で行います。

お気軽にご応募ください。

Web応募も出来ます!詳しくはこちら!

《共通項目》
待　遇▶�交通費規定支給、各社保完備、入寮対応可

時　間▶�8:45〜17:30、11:15〜19:45�※2交替
給　与▶�時給1,050円
休　日▶土日　※月1〜2日土曜勤務有

恵庭市
戸磯

家電製品をトラックに 
乗せる作業（大型家電の取扱有）作業

時　間▶�8:30〜17:00、20:30〜翌5:00��
※2交替

給　与▶�時給1,100円
勤　務▶4勤2休

恵庭市
戸磯

マシンオペレーター/
基板の製造・塗装（小部品の製造）

スタッフ募集

男性活躍中!力自慢歓迎!

家具家電付家具家電付
寮寮あり！！あり！！
2ヶ月間寮費無料

1R

Web応募
はコチラ

島松店 恵庭市島松旭町
1丁目1-1

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。

㈱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 [担当]店長

レジスタッフ 
募集!!

恵庭 ア パ 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

仕　事▶�工場（野菜加工）の商品等の管理全般を担当。
材料の受注・発注、機械、備品管理、パートの�
シフト調整等。

資　格▶学歴不問、未経験者歓迎
給　与▶月給180,000円～
時　間▶�7:30〜17:30（実働8h）
休　日▶4週8休（シフト制）
待　遇▶�各社保険完備、昇給年1回、賞与年2回、�

退職金制度（勤続3年以上）、交通費規定支給、�
燃料手当、車通勤可（駐車場無料完備）、�
試用期間3ヶ月（同条件）

恵庭市北柏木町3丁目160-1（アレフ北海道工場内）恵庭市北柏木町3丁目160-1（アレフ北海道工場内）
㈱エフケー

受付/9〜16時　担当/中村

株式会社フレッシュフーズ/札幌市北区篠路5条7丁目2-32 
（JR篠路駅徒歩5分、篠路小学校前バス停から徒歩1分）

☎39-5310☎39-5310
まずはお電話でご応募ください。

面接は、札幌本社にて行います。

製
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正社員募集!

製造管理者にチャレンジしてみませんか？
20代若手

活躍中!
福利厚生が 

充実!
未経験者

歓迎!
新卒・第2
新卒歓迎!

恵庭 正 製造・管理

収穫スタッフ募集!収穫スタッフ募集!

夕張郡長沼町東6線南11

☎0123-84-2836 
FAX 0123-84-2602 

農事組合法人 駒谷農場

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

やる気のある方大歓迎! 未経験者歓迎! 短期募集
長沼の雄大な土地で、のびのびとお仕事しませんか？長沼の雄大な土地で、のびのびとお仕事しませんか？

仕　事▶�ブロッコリーの収穫
期　間▶即日〜10月中旬
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給1,000円
時　間▶7:30〜17:00
勤　務▶�週5日　※シフト制

その他 パ 農業

有限会社 イーワークス
人材派遣業 派01-300151 職業紹介 01-ユ-300083

恵庭市京町80番地�恵庭商工会議所ビル1F

お気軽に
お電話ください。

☎0123-33-5555
 info@eworks-jobnet.com

恵庭・その他 派 清掃・リネン回収・補充、加工、成分抽出紹 ピッキング・フォークリフト

期　間▶即日〜11月中旬頃
時　間▶�早番/5:30〜11:30（休憩なし）�

遅番/11:00〜18:00（休憩1h）
給　与▶時給1,000円＋交通費規定支給
勤　務▶週4日程度
待　遇▶各種保険完備、駐車場完備、制服貸与

苫小牧市 清掃・リネン回収・補充スタッフ
★シニア層の方が活躍しています♪
★早番・遅番固定もご相談ください!

期　間▶即日〜6ヶ月間
資　格▶フォークリフト免許（1t未満不可）
時　間▶�8:00〜17:00（実働7.5h）
給　与▶時給1,100円＋交通費規定支給
休　日▶日、祝　※会社カレンダー有
待　遇▶各種保険完備、駐車場完備、制服貸与

恵庭市 ピッキング・フォークリフトスタッフ
★将来性・安定性ならココ!
★期間終了後、手当充実の正社員へ!

期　間▶即日〜10月中旬頃
時　間▶�8:30〜17:30（実働8h）、�

18:00〜翌3:00（実働8h）　※2交替制
給　与▶時給1,100円～＋交通費規定支給
休　日▶土日　※土曜日出勤有
待　遇▶各種保険完備、駐車場完備、制服貸与

恵庭市 成分抽出・搾汁スタッフ
★他部署での長期就業も可能!

期　間▶即日〜長期�
資　格▶フォークリフト免許あれば尚可
時　間▶8:30〜17:30（実働8h）
給　与▶時給1,000～1,100円＋交通費規定支給
休　日▶シフト制　※希望休取得OK
待　遇▶各種保険完備、駐車場完備、制服貸与

恵庭市 断熱ボードのカット加工スタッフ
★将来性有!

派
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LINEで質問・応募が
できるようになりました!

HPで求人情報をチェック!

お仕事登録お仕事登録
相談会開催相談会開催

上記日程以外も、
平日は随時、

登録・相談受付中!
（受付/8:30～17:30）

恵庭市新町10番地

恵庭市民会館 2F
小会議室場所

9:00～12:00（最終受付11：30）
日時

8/24 火 25水 26木
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