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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】

資　格▶�未経験者歓迎、�
土・祝日勤務できる方

給　与▶時給950円～
時　間▶�10:30～14:00
勤　務▶月、水、土
待　遇▶エプロン貸与

ランチタイム
ホールスタッフ募集
ご家庭との両立も応援します！

千歳市青葉5丁目14-10

受付/9～18時
担当/門馬

まずはお気軽にお電話ください。

090-3773-5095

花の家味 

亭

WワークWワーク
OKOK

千歳 ア パ ホールスタッフ

長沼町幌内
1066

担当/谷口、阿部　受付/8:40～17:30
応募 ☎0123-84-2121
雪印種苗(株)北海道研究農場

仕　事▶乳酸菌の培養等、実験室での作業補助
資　格▶要普通免許、未経験者歓迎
給　与▶�時給900円
時　間▶�8:40～17:30、8:40～15:00
休　日▶土日祝
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

未経験でも取り組めるお仕事です♪

作業補助員募集!

恵庭・千歳市街より車で20分程度の場所

その他 契 作業補助

仕　事▶�商品の具材のかまぼこやてんぷらを包装用機械
に投入、包装された商品の箱詰め等

期　間▶�①②即日～3月末頃�③9～12月末（2ヶ月更新制）
時　間▶�①9:00～18:00�②13:30～18:00��

③13:00～22:00
給　与▶�①②時給980円 ③時給1,000円
休　日▶�日曜日、他平日1日�※週休2日�

※繁忙期は週６日勤務になる可能性有
待　遇▶�各種保険完備、作業服貸与、交通費規定支給、�

駐車場無料、①②市内送迎バス利用可
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

★シニア層も活躍しています♪
★自分に合った就業時間帯が選べます!

恵庭 派 食品製造

仕　事▶スーパーの店舗内清掃
給　与▶�時給920円
勤　務▶�①月・火・水　②火・水　※各1名募集
時　間▶�平日/7:30～10:00　祝日/6:30～9:00
�待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、有給休暇有
勤務先▶�恵庭市恵み野里美2丁目（JR恵み野駅西側）

清掃スタッフ清掃スタッフ
920920円円

募募
集集

時時
給給

二幸産業 〒060-0031
札幌市中央区北1条東2丁目
5-2札幌泉第１ビル

☎011-241-2580
まずはお電話ください。面接は勤務先で行います。

北海道支社

担当/畠山

株式
会社

WワークWワーク
OK!!OK!!

朝の時間を有効に! 男
女
と
も
に
活
躍
中

男
女
と
も
に
活
躍
中
‼‼元気な元気な

60歳以上60歳以上の方も歓迎♪の方も歓迎♪

恵庭 パ 清掃

期　間▶長期または年末までの短期も可
仕　事▶�おせちや業務用食品等の製造
資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶時給889円
時　間▶��9:00～17:00、9:00～16:00、�

10:00～16:00　※応相談
休　日▶�土日祝、年末年始
勤　務▶�週3～5日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給（2万円迄）、車通勤可、

北広島駅・大谷地駅から送迎有、従業員食堂昼食無
料、制服貸与、有給休暇、試用期間有

北広島市大曲工業団地2丁目1-3
エア・ウォーターグループ

まずはお気軽にお電話ください。�
面接時、履歴書（写真不要）をお持ちください。

☎011-376-2277
株式会社 見方

受付/9～17時
担当/藤田

食品製造スタッフ募集!

★主婦（夫）さん大歓迎!
★従業員食堂昼食無料!

他にもピッキングスタッフや店舗スタッフも募集中!
お問い合わせください♪

期間選べます!!
年末までの短期 長期勤務

北広島 パ 食品製造 恵庭

仕　事▶�特別養護老人ホーム内厨房での調理・調理補助
（朝・夕/100食・昼/130食程度）

資　格▶�未経験者歓迎、大量調理経験者大歓迎
給　与▶�調理師/時給910円～　 

調理補助/時給890円～
時　間▶��5:00～20:00の間で5.5～7.5h�※シフト制�

例/5:00～9:30、8:00～14:00、�
����14:00～20:00、17:00～20:00

休　日▶�月8日以上�※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、試用期間3ヶ月、有給休暇
勤務先▶特別養護老人ホーム　恵望園/恵庭市柏木町429-6

問合せ/☎011-867-0663

写真付履歴書を郵送ください。
〒003-0029　 
札幌市白石区平和通15丁目北2番46号
株式会社エムズフード　採用担当

パ 調理

厨房スタッフ募集!厨房スタッフ募集!
扶養内勤務OK!扶養内勤務OK!
未経験者歓迎!未経験者歓迎!

短時間もフルタイムも短時間もフルタイムも
時間ご相談ください!時間ご相談ください!

仕　事▶看護師業務全般
資　格▶�看護師・准看護師資格
給　与▶時給1,400～1,600円
時　間▶�①8:00～14:00�②8:00～17:30�

③10:00～14:00�※①②③選択制�※応相談
勤　務▶月、水、金　※応相談
休　日▶土日、他
待　遇▶雇用・労災保険、車通勤可、昇給有

〒066-0062�千歳市千代田町3丁目5番地�セントラルビル4F

☎0123-40-0022

★�★�お子さまの都合等にお子さまの都合等に
　合わせたシフト作りを　合わせたシフト作りを
　しています。　しています。

★資格取得支援・学会参加支援等�★資格取得支援・学会参加支援等�
　キャリアアップを手助けする制度有!　キャリアアップを手助けする制度有!

HPもご覧ください♪ http://www.kcimc.net

看護師募集看護師募集

まずはお電話ください。

パート

時間時間やや勤務日勤務日はは
相談に応じます相談に応じます

千歳 パ 看護師

千歳市上長都939-20�　★JR長都駅より徒歩5分
㈱北潤ボトリング

■FSSC22000認証取得工場　■セコマグループ
ホクジュン

期　間▶1年毎の更新（原則更新）�
仕　事▶�飲料製造での軽作業
時　間▶9:00～13:00（応相談）
給　与▶時給900円 
休　日▶�日曜、祝日、他�

（会社カレンダーによる）
待　遇▶�雇用保険、労災保険、制服貸与、交通費

規定支給、車通勤可、試用期間3ヶ月

◆清涼飲料製造作業

パートパートさんさん
ジュースをつくる工場で働こう！ジュースをつくる工場で働こう！

経験
不問

☎0123-27-3838 担当/青山

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

募募
集集

千歳 パ 清涼飲料製造作業

仕　事▶�主に普通自動車の整備・車検等の業務
資　格▶�要普免（AT限定不可）、自動車検査員（必須）

《共通項目》
給　与▶ 月給280,000～430,000円　 

※経験等を考慮し決定
時　間▶��8:30～17:30（時間外労働有、月平均12h）
休　日▶�日、祝日、GW、お盆、年末年始、慶弔休暇
期　間▶雇用期間の定めなし�
待　遇▶�各種社保完備、賞与有（年2回）、有給休暇有、交通費�

規定支給（上限15,000円/月）、車通勤可、食事補助有
（会社指定業者��200円/食）

勤務先▶北広島市　※北広島駅から徒歩10分

自動車検査員

仕　事▶�主に普通自動車の整備・点検等の業務
資　格▶�要普免（AT限定不可）、二級自動車整備士（必須）、

自動車検査員（あれば尚可）

自動車整備士

北広島市新富町東2丁目1-4
電話連絡の上、写真付�
履歴書をお持ちください。

ジャパンオートモービル株式会社☎011-372-3338
受付/9～17時　��担当/代表取締役　寺口

北広島 正 自動車検査員、自動車整備士

★令和３年冬期賞与支給対象となります。 
　（前年度実績：年2回、平均65万円/年）
★昼食半額負担（会社指定の業者にて1食200円）
★作業服のクリーニング代は会社負担 
　（会社指定のクリーニング会社にて）

正
社
員

検査員
整備士募集!!

資格を 資格を 
活かせる!活かせる!

資　格▶�要普通免許（免許取得1年以上、AT限定可）�
※長期勤務出来る方

時　間▶8:30～17:30
勤　務▶�月～金曜（週5日勤務）�

※週40h（変形労働時間制）
休　日▶原則土・日曜
給　与▶月給200,000円～
待　遇▶��交通費規定支給、制服貸与、有給休暇、�

車通勤可、社保完備、慶弔見舞金等共済会、�
昇給有

� 顔なじみの「いつものお客様」に、
生協のサービスをお届け!

■生活協同組合　〒066-0077 千歳市上長都3-1

コープ宅配システム
トドック千歳センター

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。  
※運転適性検査があります。

〈受付〉月～金曜/9～21時、土曜/9～18時�※日曜休み
0120-502-112応募

1.5tトラックを使用普通免許普通免許でOK!でOK!
★�千歳圏内のみ!ルートが決まっているので、�
地理が苦手でも大丈夫！

積み込みカンタン♪

月20万円〜稼げる!

毎週土日お休み♪

主婦（夫）の方も活躍中!

千歳 契 ルート配達

ルート宅配ルート宅配
スタッフ募集!!スタッフ募集!! 体験同乗体験同乗

OK!OK!

サンガーデン 電話連絡の上、写真付履歴書を左記住所に郵送ください。
ご希望の面接日時をお知らせください。随時面接します。

☎36-8050 【受付/月～金�9～17時】http://www.sungarden-web.com/
恵庭市西島松561-4

株式
会社

仕　事▶�生産、造園、ガーデニングなど
時　間▶�8:00～17:00�

（実働7.5h）
休　日▶シフト制
給　与▶ 月収200,000円 

（経験・資格等により） 
★初年度年収250～350万円�

待　遇▶�昇給有、賞与年2回、社保完備、試用期間有、
手当有(住宅・通勤・残業、早朝深夜割増有)

総合職(2名募集)

★★経験者経験者
　　優遇!!優遇!!

正社員正社員
募集募集♪♪

恵庭 正 総合職

仕　事▶�洋菓子製造
資　格▶�洋菓子製造経験のある方
給　与▶�月給180,000～200,000円 

※能力・経験による　 
※試用期間3ヶ月/時給889円

時　間▶��8:00～22:00　※実働8h　※シフト制
休　日▶�月6～8日
待　遇▶�雇用・労災保険（2022年4月から社会保険�

加入)、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

patisserie UNOZU

洋菓子製造洋菓子製造
スタッフ募集!スタッフ募集!

千歳市新富
3丁目8-8

まずはお電話の上、写真付き履歴書をお持ちください。 
HPのお問合せやInstagramのDMからの応募も可。

☎0123-23-5080
https://www.patisserie-unozu.com/

【受付】
12:00～19:30

HP
Instagramはこちらから

パティスリーウノズ

千歳 正 洋菓子製造

これから「UNOZU」を 
一緒に築いていただける方に
お会いできるのを、 
楽しみにしています。

千歳・その他 派 ①くるまのセンサー部品製造②浴槽の組立製造

資　格▶理容師免許、美容師免許
給　与▶�正/月20～30万円 

パ/時給861円 ※10/1から時給889円
時　間▶�9:00～19:00　※パート勤務時間等応相談
休　日▶火曜日（定休日）、第2月曜日、GW、お盆、年末年始
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費規定支給、車通勤可、有給休暇

仕　事▶�理美容室での受付、清掃・洗濯等の雑用、他
資　格▶�未経験者歓迎、千歳市在住の方大歓迎
給　与▶�時給861円 ※10/1から時給889円
時　間▶�9:00～18:30の間で実働5h～�※応相談
勤　務▶�週2～5日（シフト制）�※土日のみも可
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費実費支給（上限2万円迄）、

車通勤可、無料P有

千歳店

恵み野店

担当/谷内

（事務所）

（携帯）

スタッフ募集!スタッフ募集!
ファミリーサロンリビエ

千歳市花園5丁目6-7�エルドラード千歳
恵庭市恵み野西2丁目2

千歳店
恵み野店

ファミリーサロン リビエ

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-40-2331
☎0123-37-3262

090-3557-1111

◆受付スタッフ 千歳店

◆理容師 美容師千歳店 恵み野店

千歳・恵庭 正 パ 理容師、美容師パ 受付
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