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web

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

恵庭市北柏木町3丁目74-1 
写真付履歴書を郵送ください。 追って面接日をお知らせいたします。

学校給食配送学校給食配送
ドライバー募集!!ドライバー募集!!

☎0123-32-1111
テーオー運輸株式会社

担当/世永（よなが）

仕　事▶�恵庭市内の中学校へ給食コンテナの配送と回収業務
資　格▶中型自動車免許(8t限定不可）
時　間▶�9:00～15:00の間で5h程度
休　日▶�土日祝、他（学校の休み期間等）�

※年間184日程度の勤務です。
給　与▶日給5,000円
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場有）�

★道外大型ドライバーも同時募集!

〒061-1433

恵庭 パ 学校給食配送ドライバー

ホール･キッチンホール･キッチン
スタッフ募集スタッフ募集

給　与▶��時給900円〜�※高校生/時給861円〜�
※試用期間1〜3ヶ月有/時給861円

時　間▶�10:30～20:30の間でシフト制�
例）11:00～14:00、17:00～20:00等

勤　務▶週1日～OK
待　遇▶�交通費規定支給、昇給有、制服貸与、正社員登用制度有

☎46-2221応募

かまど円山�新千歳空港店
千歳市美々新千歳空港ターミナルビル3F

担当/さいとう

★�学生さん歓迎♪高校生OK！�
テスト休み等、学業との両立も柔軟に対応

★�働き方ご相談ください‼�
平日は少なめ、長期休みはしっかり働く等

千歳 ア ホール、キッチン

㈱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

レジスタッフレジスタッフ募集!!募集!!

☎39-7777応募

島松店
恵庭市島松旭町1丁目1-1

恵庭店
Web応募
はコチラ

☎33-1122
恵庭市本町210

応募

★恵庭店は水産部門も募集中です！
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。

Web応募
はコチラ

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

給　与▶�［一般］時給889円
時　間▶�13:00～21:30の間で4h程度
勤　務▶週4日

恵庭 ア パ レジ

［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▶シフト制�※�月7日以上/年間105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

時給1,100円!!

スズキレンタカー北海道
OTSレンタカー 千歳空港営業所 千歳市流通2丁目3-14

担当/南
みなみの

野・福
ふくやま

山
電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎27-7000

期　間▶9月～�※6ヶ月更新
仕　事▶�営業所⇔新千歳空港間の送迎、洗車・車輌移動
資　格▶�大型免許�※中型免許（8t限定無し）の方もOK
給　与▶時給1,100円
時　間▶8:00～19:00（実働8h、シフト制）
休　日▶週休2日（シフト制）
待　遇▶�各社保完備、車通勤可、制服貸与、交通費規定支給

60歳以上の方60歳以上の方
も活躍してます。も活躍してます。

すぐすぐ働けます!!働けます!!

短期

バス送迎バス送迎スタッフスタッフ

千歳 ア バス送迎
◆冷凍食品の製造/恵庭市
期　間▶長期　　　　　　�時　間▶12:00～21:00
給　与▶時給950円　　　休　日▶シフト制

㈱トーティック 千歳市信濃4丁目8-13札幌事業所
■一般労働派遣事業（派01-300501）
☎0123-25-8775応募 【受付/8:30～18:00】採用係

★�そのほか、食品加工・出荷業務・検査・�
溶接作業等、オシゴトいろいろあります。

日払い日払い
週払い週払い
OKOK

《共通項目》
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

制服貸与、日払い・週払い可（規定有）

◆洋菓子製造/安平町早来
仕　事▶�①生地・クリーム製造��

②ライン・梱包・入出荷作業�③機械清掃
時　間▶�①7:00～16:00��

②8:30～17:30�
③12:00～20:00�※③応相談

給　与▶�①③時給1,050円�②時給1,000円
休　日▶週休2日�※希望休OK�※土日祝の休みも可

❷❸のみ
送迎有

恵庭・安平 派 冷凍食品製造、洋菓子製造

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

資　格▶経験不問（全力でお教えします。）
給　与▶�①時給900円〜��

②時給861円〜（試用期間3ヶ月有/同条件）
時　間▶�①8:30～16:15（実働7h、休憩45分）�

②10:00～15:00（実働4.5h、休憩30分）
勤　務▶�①週休2日制　②週3日～（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

ホテルの ❶清掃責任者 ❷客室清掃員

車通勤OK

千歳 パ 清掃責任者、客室清掃員

仕　事▶�お弁当や丼物、麺類やお惣菜等の調理補助
給　与▶�時給870〜900円　�

※経験等考慮の上優遇　※昇給有
時　間▶��8:00～13:00
休　日▶�日・祝　※平日のお休みもOK
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

恵庭市漁町135-1

まずはお気軽にお電話ください。web応募も可

☎25-3945
【HP】https://rinpeieniwa.jimdofree.com
あったか弁当屋 鈴平

受付/13～19時　担当/菊地

恵庭 パ 調理補助

調理補助スタッフ

募集!
★食材カット・炒める・揚げる・盛付等、�
　難しい作業はないので、安心してください!
★お店で得た調理の知識をご家庭で生かせるかも!

30～60代30～60代
年齢幅広く年齢幅広く
活躍中!活躍中!

アットホームアットホーム
な職場です♪な職場です♪

◆札幌工場（恵庭市戸磯47-7）
資　格▶�未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶�9:00～18:00、21:00～翌6:00　�

※時間前後要相談
給　与▶�時給870円〜+交通費規定支給�

※22:00〜翌5:00深夜手当有
休　日▶週2日　※シフト制
待　遇▶�各種社会保険完備、�

有給休暇有、制服貸与、�
昇給有（人事考課による）、�
車通勤可、交通費規定支給

☎31-0900

製造スタッフ製造スタッフ

株式会社エフビーエス
〒061-1405　恵庭市戸磯47-7札幌工場

まずはお気軽にお電話ください。
受付/9～17時�
担当/原田・本間

パパンン

セブン-イレブンジャパン向けパンの 
製造をしている会社です。

募集募集

恵庭 パ 製造

千歳市白樺2丁目1-4株式会社いのうえ
千歳白樺店千歳白樺店

☎28-2096［担当］井上
まずは、お気軽に
お電話ください。

資　格▶�未経験者歓迎、�
要普通自動車免許

時　間▶9:00～14:00頃
給　与▶�時給900円�

+別途手当支給
勤　務▶週1日～OK�★勤務日数応相談
待　遇▶車通勤可、制服貸与、昇給制度有�

業務には社有車を使用します。その他、千歳白樺店業務には社有車を使用します。その他、千歳白樺店
の店内業務（品出し、清掃等）も有。の店内業務（品出し、清掃等）も有。

配達配達 近隣への商品配達

得意先（工場）に設置している
自動販売機等への商品補充・集計補充・集計補充・集計

千歳 ア パ 配達、補充・集計

週1日〜OK!週1日〜OK!
配達・補充配達・補充スタッフスタッフ

募集!募集!

〒066-0077 千歳市上長都1053-1
■自動車部品製造業㈱ダイナックス

☎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

製造職製造職募募
集集

安定した
仕事量

充実の
福利厚生

選べる
勤務先

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）

休　日▶�年間休日121日（GW・お盆・年末年始等）
待　遇▶�社保完備、賞与年2回、退職金制度有、昇給

有、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）

◆製造職

千歳・苫小牧 正 自動車部品の製造

◀WEB版の
　求人ナビは
　こちらから

5,500円で
求人1案件につき

税込

WEBのみの
掲載ができます！
ちゃんと紙面に掲載いただいた求人は
無料でWEB版にも掲載いたします！

1週間

https://chanto.biz/qnavi/

詳細は 求人ナビ編集部 ☎0123-27-2611まで

週2日～
（短時間勤務OK）

パートは

2～3hからOK！

夜勤介護業務（①②の勤務先のみ）
資格不問

①

②

③

恵庭 正 パ 事務、介護、看護正 サービス提供責任者、夜間専属介護
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