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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 営業時間  10:00～18:00 飲食コーナーは15:00迄（年中無休）
千歳市真々地4丁目9-1 ℡ 0123-27-0510

毎
月18日
いちばの日 10～8％OFF!全

品

30%OFF!
お菓子 20%OFF  
民芸品 10%OFF  

いつでもお得!

※一部除外品有

店頭表示
価格より

300円ラーメン
みそ・しお・しょうゆ

（税込）

海産物

さらに

職場見学 随時受付中‼随時受付中‼

https://www.archi21.co.jp

〒066-0051　千歳市泉沢1007-168

担当/武田

まずはお電話の上、写真付き履歴書を郵送ください。

株式会社 アーキビジョン21

仕　事▶ユニット工場での組立作業
資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許
給　与▶月給175,000〜250,000円
時　間▶8:10～17:40　※実働8h
休　日▶�土･日曜、夏季休暇、年末年始�

※会社カレンダーによる
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�

車通勤可、制服貸与、�
昇給年2回、賞与年2回

増員募集増員募集
新工場立ち上げに伴い

大歓迎!!そんな方を

HPは
こちら▶

☎0123-28-8811
★チームワークを大切にできる！
★�モノ創り未経験でもやる気満々‼
★体力に自信がある！

千歳 正 工場作業

勤務先▶ 恵庭市本町210
仕　事▶食品スーパーでの清掃
時　間▶ 7:30～10:30、7:30～11:30�

※シフト制
勤　務▶�4週6休程度�
給　与▶ 時給865円
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、有給休暇

未経験者未経験者
歓迎歓迎♫♫

北海道クリーン開発㈱札幌支社
〒065-0030　札幌市東区北30条東12丁目4-9クリーンビル3Ｆ

担当/籔内
（ヤブウチ）☎011-704-0303応

募

スタッフみんなが明るく元気に働いています！

勤務日数勤務日数相談可能相談可能
恵庭 パ 日常清掃

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

勤務日は相談の上決定。週休2日制も相談可！

タクシードライバー
募集!4勤1休だからしっかり稼げる!

担当/古瀬☎22-0866
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許�
★二種免許取得養成制度有

時　間▶�日勤:例/5:00～16:00　�
★5～8時の間に出勤し、�
　帰庫は出庫から10時間半後�
夜勤:例/18:00～翌5:00�　�
★18～20時の間に出勤し、帰庫は出庫から�
　10時間半後

勤　務▶4勤1休
給　与▶�完全歩合制　日勤/月200,000円〜　�

　　　　　　夜勤/月250,000円〜　�
※入社後1年間は給与保証有(当社規定による）

待　遇▶��各社保完備、入社祝金制度（10万円）、制服貸与、
退職金制度、車通勤可（駐車場完備）

千歳 嘱 タクシー乗務員

完全
歩合制

日勤

夜勤

月200,000円~
月250,000円~

期　間▶�通年（即日採用）
仕　事▶�レストランホール、トイレ、�

従業員休憩室の清掃や備品の補充
給　与▶時給900円
時　間▶�［4/15～11/5］９:00～17:00�

［11/6～4/14］９:00～１６:00�
※ともに休憩1h有

休　日▶月8～10日�※シフト制�
待　遇▶�社保完備、制服貸与、慶弔特別休暇有、�

社員割引制度有、賞与年２回有

★★通年雇用通年雇用
★★社保完備社保完備

子育て中の方、シニアの方歓迎♪

〒059-1361�苫小牧市美沢114番地7
https://www.northern-horsepark.jp/

清掃清掃
スタッフスタッフ

即日採用！即日採用！ すぐ働けます！ すぐ働けます！

●まずはお電話ください。【受付/9時～16時】

●メール応募も受付中！ 24時間OKです。
☎0144-58-2813☎0144-58-2813 担当/田中

keiri3@northern-horsepark.co.jpkeiri3@northern-horsepark.co.jp

賞与
年2回

苫小牧 ア 清掃

一般労働者派遣事業（派01-300285）
千歳市東雲町
1丁目9-6㈱マグナクルー

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

★随時面接致します。
【月～金曜】9～18時0120-357-337

080-5729-7602�（土・日曜、祝日）

製造製造スタッフ募集!スタッフ募集!

［恵庭市戸磯］電子機器の部品製造 ★増員募集
仕　事▶�プリント配線基板検査・製造業務。素材の穴あ

けや、切断等、機械を使用した作業が中心です。
重労働はありません。

期　間▶�即日～長期　　
資　格▶�未経験者歓迎、資格不問
給　与▶�時給1,100円�

※22時以降深夜割増（時給1,375円）
時　間▶�8:30～17:00、20:30～翌5:00�

※シフト制
勤　務▶�4勤2休または5勤2休（会社カレンダーによる）�

※GW・お盆・お正月は長期休暇取得可能
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、無料P有、各社保完備

恵庭 派 部品製造

長期安定!

★もくもくと軽作業ができる!
★長期休暇取得可能!
★しっかり稼ぎたい方にオススメ!◆フォークリフトを使っての野菜類の運搬作業

仕　事▶�野菜加工工場の敷地内にて、フォークリフトを�
使用し、野菜類などの運搬作業

資　格▶�フォークリフト免許保持者
給　与▶時給1,000円〜

《共通項目》
時　間▶�8:00～17:30　※休憩1.5h
勤　務▶週3～6日　※希望応相談　※日曜日休み
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、服装自由、�

社員登用制度有

◆野菜類の選別･箱詰め作業
仕　事▶�手作業での野菜の移動補助及び�

工場作業全般
資　格▶未経験者歓迎、経験・資格不問
給　与▶時給900円

【受付/午前中】

まずはお電話ください。�
面接日時・勤務開始日は相談に応じます。

☎0123-29-3320
千歳市上長都1160-21トライフード（株）

フォークリフト作業
選別･箱詰め スタッフ募集

千歳 ア パ 工場内作業

★どちらも日数応相談!★どちらも日数応相談!

アスクゲートノース

給　与▶�時給1,000円〜
時　間▶�8:30～17:30�

※変動の可能性有
期　間▶�9月～10月末�

※変動の可能性有
休　日▶��シフト制�

※相談可能

★増員募集!︎

じゃがいもの選別

時給1,000円〜

9月〜10月末

《千歳市》

給　与▶�①時給1,000円〜�
②時給1,100円〜

時　間▶�9:00～17:00
期　間▶�長期
休　日▶�土曜、日曜

★送迎有!︎

①ピッキング ②リフト

①時給1,000円〜 ②1,100円〜

長期

《恵庭市》

給　与▶�時給1,000〜1,200円
時　間▶�12:00～21:00�

※1～2h程度の残業有
期　間▶�長期�

※即日～更新制
休　日▶�日曜、他シフト制

★出勤日数の相談可能!︎

パスタの製造・検品・梱包

時給1,000円〜

長期（即日〜更新制）

《恵庭市》

長期・短期長期・短期のお仕事募集‼︎のお仕事募集‼︎

まずはお気軽にお問合せ下さい。まずはお気軽にお問合せ下さい。

●�送迎など待遇面でのご相談も可能です。

千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F㈱アスクゲートノース 当社は「社団法人�日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号�派01-300587

24時間受付OK！ 
お気軽にお電話ください。 0120-172-6420120-172-642

千歳・恵庭 派 選別、ピッキング、リフト作業、製造・検品・包装

●WEB面接も可能です。

介護職員�★資格により時給UP!! パート
仕　事▶�訪問介護職員
資　格▶�要普免、介護職員初任者研修修了以上
給　与▶�［介護職員初任者研修修了］時給900円〜�

［介護福祉士］時給1,000円〜�
※経験年数を考慮

時　間▶�8:50～17:30の間で実働4h程度～�※応相談�
待　遇▶�労災保険、賞与年2回、通勤手当、昇給年1回

介護職員介護職員
短時間も応相談

希望の方、正社員登用あり! 

経験者
優遇

デイサービスきずな 〒061-1424
恵庭市大町1丁目8-5

担当/もんま
【受付/9～17時】☎39-5100まずはお気軽に

お電話ください。

恵庭 パ 介護

清掃・厨房清掃・厨房スタッフスタッフ

募集募集

待　遇▶�社保完備（勤務時間による）、賞与年2回、制服
貸与、交通費規定支給、車通勤可、有給休暇有

共通�
項目

株式会社道央環境センター 恵庭市本町27番地

☎0123-34-0740応�募

◆清掃 《パート》

給　与▶�時給870円
時　間▶�8:00～14:00の間で実働2.5～5.5h
休　日▶シフト制�※勤務日要相談

◉ラ･デュース恵み野

給　与▶�時給900円
時　間▶�5:00～19:30の間で実働4～8h　
勤　務▶シフト制�※応相談

◆厨房（調理補助） 《フルタイム/パート》
◉我汝会えにわ病院 
★フルタイム・扶養範囲内選択可

恵庭 パ 清掃、厨房（調理補助）

給　与▶�時給870円
時　間▶�①8:00～12:00�②13:00～17:00�

※①②シフト制（実働4hもしくは8h）
休　日▶�日曜、祝日、他

◉恵庭南病院
★フルタイム・扶養範囲内選択可

◆清掃 《フルタイム/パート》

恵庭

Qua ity & Discount

365恵庭店
恵庭市黄金南
6丁目10番地4

まずはお電話でお問い合わせください。
後日面接日をご相談させていただきます。 

担当/採用係☎39-5555

◆レジ《学生歓迎》
時　間▶�①16:00～21:00�
　　　　②17:00～22:00
　　　　③13:00～22:00
　　　　　（休憩1h）�★社保完備
給　与▶�時給881〜931円�

（学生/時給874円〜）
勤　務▶�日数・休日応相談
待　遇▶�有給休暇、制服貸与、雇用保険、
　　　　交通費規定支給

日数・休日
応相談！

ア パ レジ

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。

土日
休み

◆恵庭工場（恵庭市恵南1番地）
資　格▶�未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶�9:00～18:00、18:00～翌3:00
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▶�土日�※他2ヶ月に1回工場指定の休日有
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

☎34-6866

パン製造 パン製造 
スタッフ募集!スタッフ募集!

株式会社エフビーエス
〒061-1411　恵庭市恵南1番地恵庭工場

まずはお気軽にお電話ください。
受付/9～17時�
担当/大松

恵庭 パ 製造

★今までの経験等を生かし、責任者補佐として働くことも 
　可能です! やりがいを感じて働きたい方ぜひご応募ください!

札幌市中央区南1条東2丁目11-4 ミナミ1条タカハタビル8階
キョウワプロテック㈱札幌事業所

時　間▶�①5:30～13:30�②9:30～18:45�
※①②選択できます。

給　与▶�時給900円〜
勤務先▶�陸上自衛隊東千歳駐屯地�

※車通勤可(無料駐車場完備)
勤　務▶シフト制
休　日▶�週2日程度��

★GW、お盆、年末年始にまとまった�
　お休みを取ることも可能！

待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、社保完備、�
正社員登用有、試用期間有（経験・能力による）

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は千歳・恵庭市内で行います。土日祝も随時受付中!!

☎011-207-0911☎011-207-0911 担当/ノト

★長期安定 ★車通勤OK ★残業なし ★未経験者歓迎

異業種からの転職者異業種からの転職者もも
積極採用します!!積極採用します!!

食器洗浄食器洗浄
スタッフ募集スタッフ募集

入社祝い金入社祝い金
1万円1万円支給支給

※規定有

千歳 パ 食器洗浄

〒066-0055�千歳市里美2丁目1-5
《問い合わせ》☎0123-49-7788�〈担当〉坂下

千歳相互観光バス株式会社千歳本社営業所

資　格▶�大型二種免許保持者�
★免許取得助成制度有‼︎

給　与▶�契約社員（路線）/日額9,540円�
パート（大学）/時給1,050円

時　間▶当社規定による
休　日▶�年間90日以上
待　遇▶��各社保完備、時間外手当有、�

賞与年2回有、交通費規定支給、�
正社員登用有

勤務先▶千歳･恵庭市内

路線バス・大学送迎バスの

バスドライバー

写真付履歴書を郵送してください。

女性も女性も
歓迎‼︎歓迎‼︎

千歳・恵庭 契 パ バスドライバー

募
集

㈱北海道グリーンハウス
札幌市中央区北3条西2丁目8番地　さっけんビル2F

担当/
おぐら☎011-232-2430

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は勤務先で行います。

仕　事▶盛付、配膳下膳、洗浄、調理師支援
給　与▶�時給1,000〜1,200円
時　間▶�5:00～14:00(実働8h、休憩1h)�

10:00～19:30(実働8h、休憩1.5h)
休　日▶シフト制

�勤務先▶恵庭南病院

給　与▶時給889〜900円
時　間▶�（a）8:30～14:00(実働5.5h)�

（b）14:30～19:30(実働5.5h)
休　日▶�（a）シフト制�

（b）土日祝、お盆･年始休み可

給　与▶時給889〜900円
時　間▶�17:00～19:30(実働2.5h)�

18:00～19:30(実働1.5h)
休　日▶シフト制

❶調理員(調理師免許不要)

❷調理補助

❸食器洗浄

恵庭 パ 調理員、調理補助、食器洗浄
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