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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

正社員募集
仕　事▶ 管理物件の清掃（主に夜間）
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 月給210,000～321,500円 ※年齢・経験による 

※試用期間3ヶ月/時給1,100円(日勤の場合/時給862円)
時　間▶ 18:00～翌6:00の間で実働8h 

※9:00～18:00（日勤）の場合も有
勤　務▶ シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与
勤務先▶ 札幌近郊  ※恵庭の事務所へ出勤後、現場に移動します。

〒061-1432 恵庭市恵央町8-1㈱ウエスト
担当/平井

まずは、お気軽にお電話ください。

070-6951-3755

未経験者歓迎！
その他 正 清掃スタッフ

期　間▶即日～長期
仕　事▶病院病棟での介護業務
資　格▶介護職員初任者研修以上
時　間▶9：00～13：00（実働4h）
給　与▶時給1,000円～＋交通費規定支給
休　日▶土日祝　※希望休日相談可
待　遇▶雇用・労災保険、制服貸与
勤務先▶恵庭市

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

LINE登録
はこちら

短時間勤務! 土日祝休み!
★当社スタッフが長期で多数就業中!
★働きやすい環境です!人気の扶養内♪

恵庭 派 介護スタッフ

歯 科 衛
★産休育休制度有!
★完全週休2日制!

生 士
募 集

まずはお気軽にお電話ください。

資　格▶ 歯科衛生士資格
給　与▶ 月200,000～300,000円
時　間▶ 月火木金/9:00～19:30（休憩1.5h） 

土/9:00～13:30（休憩なし） 
【祝日のある週の水/9:00～16:30（休憩1h）】 
※11月1日から勤務時間が変更になります。 
　（給与や待遇等変更なし） 
　月火木金/8:40～18:50（休憩1.5h） 
　土/8:40～13:50（休憩なし） 
　【祝日のある週の水/8:40～16:20（休憩1h）】

休　日▶ 完全週休2日（水、日、祝日）、お盆、年末年始 
※祝日のある週のみ水曜日勤務有

待　遇▶ 社保完備（厚生、歯科国保、雇用、労災）、昇給年 
2回、賞与年2回、産休育休制度、退職金制度、 
有給休暇、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

〒066-0032 千歳市北陽6丁目18-3

千歳 正 歯科衛生士

求人担当まで☎0123-40-1818

★11月1日から勤務時間が変更になります。 
　（給与や待遇等変更なし）

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
★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
スタッフ

即日採用！ 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 担当/田中

keiri3@northern-horsepark.co.jp

賞与
年2回

苫小牧 ア 清掃

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

★ ランチのみ、ディナーのみ等、 
シフトは応相談！

★ 扶養内勤務もOK‼

ホール･キッチン
スタッフ募集

千歳 ア ホール、キッチン

厨房スタッフ
長期で本店 北広島も 
通勤可能な方歓迎!

募
集

仕　事▶ アミューズメント施設内の厨房にて、 
簡単な調理業務

給　与▶ 時給880円
時　間▶ 9:00～15:00 ※応相談
勤　務▶週3～4日
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ 恵庭市恵み野西1丁目4、北広島市中央3丁目6-1

まずはお気軽にお電話ください。 
面接には写真付履歴書をお持ちください。

☎36-4114パーラー恵み野
恵庭市恵み野西1丁目4番 受付/平日9～17時

恵庭・北広島 パ 厨房

時間
応相談 仕　事▶ アパート等の入退去の立会いや、家賃管理、入居者案内、

データ入力、アパートの手入れ等の管理業務の補助
資　格▶ 要普通免許、パソコン操作(入力程度)可能な方、年齢・ 

学歴不問、水道周りの水漏れ修理等の経験がある方歓迎
給　与▶ 時給950円
時　間▶ 9:00～18:00　※応相談
勤　務▶ 週2日～　※仕事が少ないときはお休みOK 

★ご自身で出勤日を調節できます。
待　遇▶車通勤可、社有車有
勤務先▶千歳市・恵庭市他

恵庭市
漁町102-1

■建物サービス業、清掃業、リフォーム業

採用係お気軽にお問合せください！ ☎35-5555

定年退職後の方の応募も歓迎
管理業務補助募集!!
千歳・恵庭・他 ア 管理業務補助

《共通項目》
時　間▶  9:00～18:00 ※実働8h
休　日▶ シフト制 ※年間休日110日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、昇給年

1回、賞与年2回、試用期間6ヶ月/同条件、有給
休暇有、資格取得支援制度有 
【ケアマネジャーのみ】更新研修会社負担

勤務先▶SOMPOケア千歳/千歳市北陽1丁目13-17

千歳市北陽
1丁目13-17 千歳

まずはお気軽にお電話ください。面接はSOMPOケア千歳で行います。

0120-332-295 受付/9～20時

仕　事▶ ご利用者様、ご家族、事業所間での 
連絡調整や介護計画書の作成

資　格▶ 要普通免許、介護福祉士
給　与▶ 月211,000円～

サービス提供責任者（正職員）

サービス提供責任者ケアマネジャー

仕　事▶居宅のケアプラン作成等
資　格▶要普通免許、介護支援専門員
給　与▶ 月229,000円～ 

ケアマネジャー（正職員）

正職員
訪問介護《登録パート》 

も同時募集!!

千歳 正 サービス提供責任者、ケアマネジャー

千歳市泉沢1007-132 https://www.hndtc.co.jp 検索北海道日興電気通信㈱
HOKKAIDO

☎0123-28-1201 《担当》
佐藤・大滝応募

期　間▶ 2ヶ月ごとの更新 ※長期雇用可能 
仕　事▶ 電子機器の組立て作業、ケーブル製作、 

ハンダ付け作業など  
※細かな作業が好きな方歓迎します!

資　格▶ 未経験者歓迎 ※ハンダ付け作業経験者優遇
給　与▶ 時給890円～
時　間▶8:30～17:30（実働8h）
休　日▶ 土･日曜、祝日、会社指定日 

※月により土曜出勤有 
（令和3年度年間休日121日）

待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、制服貸与、 
契約社員への登用制度有、社員食堂利用可、 
車通勤可、送迎バス有（工場～千歳駅間）

まずは電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
詳細は面談にて。WEB面接も可能。

電子機器組立て作業
スタッフ若干名募集!!

★細かな作業が好きな方におすすめ！

JR千歳駅から
無料送迎バス有！

未経験者
   歓迎！

契約社員
登用有‼

千歳 ア 電子機器組立て・軽作業スタッフ

国道36号線沿い、中央バス第3工場団地バス停前

千歳市上長都
1042

まずはお電話ください。面接日時をご案内致します。
面接には写真付履歴書をお持ちください。

受付/
9:30～16:00☎0123-22-1188

仕　事▶ スナック麺等の製造機械の操作 
（カップヌードルやどん兵衛等の包装機、 
素材を混ぜるミキサー機）

時　間▶ 8:15～17:00　※実働8h
給　与▶ 時給1,115円 

仕　事▶ スナック麺等の製造機械の清掃・切り替え・ 
修理業務

時　間▶ 14:15～23:00　※実働8h
給　与▶ 時給1,025円　※深夜割増別途

仕　事▶ スナック麺等の製造に使用するスープ・カヤク等
の準備作業、資材・包装材の受入れ、在庫数量確認、
フォークリフトでの資材移動作業

資　格▶フォークリフト免許取得者優遇
時　間▶  8:15～17:00　※実働8h
給　与▶ 時給1,025円 

期　間▶10月上旬（相談可能）～長期
勤　務▶週5日
休　日▶ 土日祝、他　 

※祝日のある週は土曜勤務有 
※状況により、早出、残業、休日出勤有

待　遇▶ 各種社保完備、食事有（一部個人負担有）、 
交通費規定支給、車勤務可、作業服貸与 
（クリーニング代会社負担、作業服は毎日交換）

共
通
項
目

機械オペレーター

機械メンテナンス

資材運搬等

千歳 パ 機械オペレーター、機械メンテナンス、資材運搬
正社員登用制度有機械オペレーター

機械メンテナンス

資材運搬等

工場内作業
スタッフ募集!
高時給で
しっかり
稼げる!

未経験者
歓迎!

各部門 
2名ずつ
募集!

千歳市上長都958（千歳市公設地方卸売市場内）
株式会社 恵千フーズ

https://peraichi.com/landing_pages/view/keisen-foods
お仕事紹介ページも是非ご覧ください！▼

◆野菜のカット等の加工業務《パート》
資　格▶ 未経験者歓迎、 

金・土に勤務できる方歓迎
給　与▶時給900円
時　間▶6:00～15:00の間で応相談
休　日▶ 日曜、祝日、GW、お盆、年末年始　 

※野菜加工業務は祝日出勤の場合有
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、交通費規定支給、車通勤可

未経験者歓迎!
時間応相談♪

☎0123-40-1010 ［受付］
9～16時

●まずはお電話ください。担当/大道寺

千歳 パ 野菜の加工

《共通項目》
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇、 

要普通免許（AT限定不可）
給　与▶ 月180,000円～  

※試用期間3ヶ月/同条件
時　間▶ 8:30～17:30
休　日▶ 日曜、祝日、土曜（年間25日)、 

年末年始、夏期休暇
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

車通勤可、昇給年1回、賞与年2回
勤務先▶ 恵庭市島松旭町1丁目5-1

★整備士は資格不要!!
★2職種ともに安心して長く働ける環境です。

正社員
2職種募集

〒001-0037　
札幌市北区北37条
西9丁目1-26

電話の上、写真付き履歴書をご郵送ください。

☎011-716-6448 遠藤産業担当/遠藤
株式
会社

◆農業機械修理
仕　事▶ 農業機械の修理全般

◆営業
仕　事▶農業機械、除雪機などの営業、他

恵庭 正 営業、農業機械修理

お気軽にお電話ください。
《担当》
佐川☎0123-83-3200 http://www.hinatafoods.com  夕張郡由仁町古川73-1
ヒナタフーズ株式会社

勤務先▶恵庭工場（恵庭市北柏木町3丁目22-1）
時　間▶ 5:30～15:00（休憩105分） 

7:00～16:00（休憩75分）
給　与▶ 時給1,000～1,100円  

※年齢・職歴を元に決定 
★賞与年2回有

休　日▶ 月8日、シフト制（年間休日96日）
待　遇▶ 各社保完備、 

交通費月2万円迄規定支給（12円/1km）、 
燃料手当有（1シーズン3～6万円 ※規定有）、 
制服貸与、60歳定年（65歳迄延長可）、 
休憩室有（電子レンジ・冷蔵庫・TVなど完備）

安定して 
長く働ける!
栽培

原料を浸漬、浸漬後の
原料を栽培用専用枠に
移し、約8日程度暗室で
育成させます。

ライン作業

「もやし」をコンベアに 
移し、洗浄、ヒゲ根カット。 
包装機でのフィルム包装、
検品、箱詰め、出荷作業。

男性
活躍中!

恵庭 準 栽培・ライン作業

時　間▶ 7:30～20:30 ※実働6～8h 
（現在は新型コロナウイルスの影響で9:30～18:30）

勤　務▶週5日 ※シフト制
待　遇▶ 社会保険完備、社員割引制度有、有給休暇制度、 

交通費規定支給（上限1ヶ月定期代）、制服貸与
時　間▶ 7:30～20:30 ※実働4～6h 

（現在は新型コロナウイルスの影響で9:30～18:30）
勤　務▶週3～5日 ※シフト制
待　遇▶ 雇用・労災保険、社員割引制度有、 

交通費規定支給（上限1ヶ月定期代）、制服貸与

〈共通項目〉
仕　事▶ お客様の接客・対応、レジ業務、商品の包装、品出し等
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇 ※土日祝及び午前・午

後共にシフトへ入れる方歓迎
給　与▶ 時給900円
勤務先▶ 新千歳空港店（千歳市美々 新千歳空港ビル2階）

※JR「新千歳空港駅」直結

フ
ル
タ
イ
ム

短
時
間

《郵送先》本社▶ 〒060-0063　 
札幌市中央区南3条西3丁目13-2

写真付履歴書を札幌本社までご郵送ください。
《採用担当》富沢

☎011-251-6131
千秋庵製菓（株）

販売スタッフ
店頭での

★ 短時間希望者は 
扶養内勤務 OK‼

★ フルタイム希望者は 
産休・育休制度で 
安心して長く働けます。

千歳 パ お菓子の店頭販売


