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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

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950円〜  

②時給889円〜（試用期間3ヶ月有/同条件）
時　間▶�①8:30〜15:15（実働6h、休憩45分、多少残業有）�

②10:00〜15:00（実働4.5h、休憩30分、多少残業有）
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ベッドメイク

車通勤OK

千歳 パ 清掃責任者、ベッドメイク

◆配達（配達エリアは千歳・恵庭）
時　間▶�①9:00〜12:00�②13:00〜16:00�

③15:00〜18:00�※①②③通し勤務も可

◆調理
時　間▶�①6:00〜12:00�

②13:00〜15:00

高齢者向けお弁当の
調理・配達スタッフ

30〜50代30〜50代
女性活躍中!女性活躍中!

急募!急募!

恵庭 パ 調理、配達

〒061-1424�恵庭市大町3丁目4ｰ3

お電話の上、写真付履歴書を
持参または郵送ください。

☎0123-25-3531

資　格▶�未経験者可（指導します。）
給　与▶�時給890円　　休　日▶シフト制（応相談）
待　遇▶�交通費規定支給、昇給有、有給休暇有

共通
項目

北央グループ

恵庭店 

受付/9〜17時

札幌市豊平区月寒
西1条2丁目1番28号�

まずはお気軽にお電話ください。
面接は勤務先にて行います。

☎011-807-8029㈱ケーサポート 【受付/9:00〜17:30　担当/斉藤・高橋】�

◆介護職員（正職員・パート)
�グループホーム�ヤマブキの家（北広島市中央4丁目7-5）�
仕　事▶�認知症高齢者グループホームでの�

介護業務全般、生活支援
資　格▶�未経験者歓迎、経験者優遇

◆介護職員（正職員・パート)
小規模多機能型居宅介護�ヤマブキ（北広島市中央4丁目7-5）�
仕　事▶�小規模多機能型居宅介護での�

介護業務全般、生活支援、送迎業務
資　格▶�未経験者歓迎、経験者優遇、要普通免許
【共通項目】
給　与▶�正職員/月給157,000〜230,000円 

　　　 夜勤手当+資格手当+調整手当 
　　　 ＋処遇改善手当別途支給 
パート/時給1,000〜1,050円(処遇改善手当含む）

時　間▶�①8:00〜16:30（実働7.5h）�
②9:00〜17:30（実働7.5h）�
③10:30〜19:00（実働7.5h）�
④17:30〜翌9:30（実働15h）�
★正職員は①〜④シフト制、パートは応相談

休　日▶�正職員/月8日（シフト制、休み希望応相談）
勤　務▶�パート/週3〜5日（応相談）
待　遇▶�各社保完備（労働時間による）、交通費規定支給、車通

勤可、食事補助（1食200円)、賞与年2回、有給休暇、
夜勤手当1回5,000円(6回目より1回6,500円)

一緒一緒にに頑張頑張りましょうりましょう!! !! 

介護職員募集 介護職員募集 
★日勤のみ・夜勤のみの勤務も可能!!
★勤務開始日ご相談ください。

★資格取得支援制度有

北広島 正 パ 介護職員

※異業種から転職者で正職員登用された方に限る

●コロナ禍により離職された方を対象

を北海道から支給。

北海道異業種チャレンジ奨励事業

30万円異業種チャレンジ
奨励金（規定有）

恵庭在住スタッフも活躍中♪ 

◆病院清掃/�千歳市蘭越97-2��
※女子トイレの清掃有

時　間▶�①8:00〜12:00�②13:00〜17:00
給　与▶�時給900円＋交通費規定支給
勤　務▶�週4日程度��※シフト制��

※日曜･祝日は休み�※希望休OK
待　遇▶車通勤可、制服貸与、休憩室完備

清掃員清掃員募募
集集

㈱清
せ い  ふ う  ど う

風堂 札幌市東区北16条東1丁目
2-15�グランメールアサヒ1F

採用係☎011-748-6868
まずはお気軽にお電話ください。

明るく、働きやすい、定着率の良い職場です!

車通勤可!車通勤可!

シニア・�シニア・�
WワークOKWワークOK

千歳 パ 清掃

1名1名
募集募集

千歳市上長都1190-2�東洋インキ北海道株式会社内

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

090-4873-7503
株式会社キタイチロジスティックス 千歳事業所

時間をかけて教えますので、
未経験の方でも安心です!

お休み充実!お休み充実!
年間休日120日♪年間休日120日♪

仕　事▶�フォークリフトや手作業でのインキ缶�
（1K〜200K）の入荷、出荷、検品作業や、�
千歳･恵庭･北広島･札幌･小樽･岩見沢市内
へのインキ缶のルート配送･荷卸し業務

資　格▶�中型自動車運転免許（AT限定不可）、�
フォークリフト免許、�
60歳以下（定年雇用止めの為　※再雇用有）

給　与▶�月180,000〜250,000円 
※業務により変動有　※委細面談にて

時　間▶��9:00〜18:00　※業務により残業有
休　日▶�土日祝、他、GW、お盆、年末年始�
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、燃料手当、�

年度末手当、賞与年２回、有給休暇、�
退職金共済制度加入

千歳 正 ドライバー兼、倉庫管理業務

★3店舗ともに他部門も募集中です。

[応募］希望の店舗に電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。担当/店長 ㈱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

スタッフ募集!!
デリカWeb応募

はコチラ

恵庭店

☎33-1122
恵庭市本町210

応募

給　与▶�［一般］時給910円　［学生］時給890円
時　間▶①8:00〜13:30　②8:00〜16:30
勤　務▶週4日

応募

恵み野店
恵庭市恵み野西3丁目1

☎36-2980
Web応募
はコチラ

給　与▶�［一般］時給910円　［学生］時給890円
時　間▶8:00〜12:30
勤　務▶①週2日（土・日のみ）　②週4日

Web応募
はコチラ

☎26-6660
千歳市日の出1丁目1-66

千歳店

応募

給　与▶�［一般］時給938円　［学生］時給890円
時　間▶�①8:30〜13:00　�

②8:30〜16:30(休憩1時間)　�
③16:00〜21:00

勤　務▶①平日のみ　②週4〜5日　③週3〜4日

千歳・恵庭 ア パ デリカ

清掃・配膳スタッフ募集!清掃・配膳スタッフ募集!
年齢・学歴・資格不問! 未経験者歓迎!

恵庭市恵み野南
1丁目1-6ケアステージ恵み野㈱

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-29-3646 担当/高橋

◆清掃・配膳スタッフ
仕　事▶�館内の清掃（特にトイレ清掃）、利用者のお世話

（簡単なスケジュール管理）、配膳、服薬確認他�
※身体介護はありません。

資　格▶�年齢・学歴・資格不問、着替えのお手伝いを確認す
る場合があるので、女性の方に限る。

時　間▶11:00〜18:00（実働6h、休憩1h）�※シフト制
給　与▶時給900円
勤　務▶�月10〜13日（週2日程度）
待　遇▶�労災保険、交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場有）

恵庭 パ 清掃・配膳スタッフ

千歳勇舞教室
千歳みどり台教室

資　格▶�大卒以上（大学生可）
給　与▶�時給1,320円〜 ※研修期間中は時給900円
時　間▶�16:20〜21:30のうち実働1時間10分以上
勤　務▶�週1日以上（土日祝は原則お休み）
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与
勤務先▶千歳市勇舞8丁目または千歳市みどり台北1丁目

電話連絡のうえ、面接と簡単な筆記試験を実施します。
※履歴書不要　【受付】13時～21時

☎0123-23-1119
勇舞8丁目6-12
みどり台北1-3-7アトラススクール 

（千歳勇舞教室）

研修があるので研修があるので
初心者でも安心♪初心者でも安心♪

個別指導学習塾個別指導学習塾

講師1人に対して生徒2～3人の個別指導で、小・中学生を
対象に5教科のうち得意な教科のみ指導していただきます。

千歳 ア パ 学習塾講師

講師募集！講師募集！

資　格▶�未経験者歓迎、車通勤可能な方
給　与▶�日給5,400円
時　間▶�9:00〜16:00（休憩1h）
休　日▶�応相談
期　間▶�11月10日頃〜11月下旬頃（収穫量による）
待　遇▶�交通費規定支給

出勤日は数日でもOK！ご相談ください！出勤日は数日でもOK！ご相談ください！

まずはお気軽にお電話ください。作業中等は留守電になり
ますので録音ください。後ほど折り返します。

いちご苗いちご苗のの収穫収穫・・調整調整
短期のお仕事です!!

夕張郡長沼町東4線南11 
JR千歳駅より車で25分�JR恵庭駅より車で20分

☎0123-76-7495
㈲逢坂農園

その他 パ 農作業

https://www.hotel-areaone.com/chitose/

仕　事▶�ホテルご朝食提供時のレストラン内の
接客全般・厨房内での簡単な調理

資　格▶�未経験歓迎、経験者優遇、調理師免許�
あれば尚可

給　与▶�時給950円 
※調理免許保持者/+50円

時　間▶�5:00〜10:00�
※状況により1h程度残業有

勤　務▶週2〜5日
待　遇▶�交通費規定支給、エプロン貸与、�

車通勤可

担当/鈴木・木村☎26-1156
まずはお気軽にお電話ください。�

写真付履歴書を持参のうえ面接を行います。

未経験者歓迎!
経験者優遇!

調理師免許保持者+50円
24店舗チェーンホテル
ホテルエリアワングループ

ホテルエリアワン千歳

ホール・調理
スタッフ募集!

千歳市幸町6-1

千歳 ア ホール、調理

現在市内4店舗！『龍のすグループ』
昼業態など新規事業拡大中！

若い地元企業で一緒に働きませんか？
家庭や学業との両立など、あなたの望む働き方に合わせます!
※緊急事態宣言等で勤務が減った場合も、しっかり休業手当をお支払いします！

居酒屋 龍のす（千歳市幸町2丁目5-1）
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【正社員】キッチンスタッフ
★まずはマニュアルに沿って丁寧に教えるので、�
　安心してください!
★独立願望のある方も大歓迎!独立支援制度有!
資　格▶�料理経験者優遇
給　与▶月給25万円〜 ※深夜、残業手当込
時　間▶��14:00〜24:00　※休憩1h
休　日▶�月6日　※シフト制
待　遇▶�社会保険完備、家族手当有、制服貸与、�

交通費規定支給、車通勤可、年2回昇給審査有

【業務委託社員】マネージャー候補
★�事業拡大中の今がチャンス！複数店舗を管理する
統括マネージャー候補を募集します！

★�まずは既存店舗の現場作業を覚え、同時に新規事業
の立ち上げにも携わってもらいます！

★�統括マネージャーになった場合、年収500万円以上
を保証。担当店舗の売上や利益に応じ、年収1000万
円も可能！

資　格▶�必要なのはやる気のみ!飲食業未経験でもOK!
給　与▶月給35万円〜 ※深夜、残業手当込
時　間▶��8:00〜25:00の間で担当業務に�

応じ1日9h程度　※10h拘束、1h休憩
休　日▶�月6日程度　※シフト制
待　遇▶�年2回賞与有、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可

たつのおとしご（千歳市幸町3丁目12-1）
【パート】キッチン・ホールスタッフ
★お客様との距離が近く、ワイワイ楽しい�
　雰囲気のお店です♪
★おしゃべりが好きな主婦（夫）の方等大歓迎!
給　与▶�18時まで/時給900円  

18時以降/時給1,125円 ※深夜手当込
時　間▶17:00〜23:00の間で3〜5h

●千歳高校卒業後、1年間かけて自転車で日本一周
●その後、沖縄移住、バックパックで東南アジア一周、 
　東京で料理修行を経て、22歳で千歳に戻りバーを開業。
●3店舗に拡大した25歳時に会社設立。同年に結婚し、 
　新婚旅行でバックパックで世界一周旅行に。
●現在は4子に恵まれ、仕事とプライベートの両立を 
　目指す38歳です。

資　格▶未経験者歓迎
勤　務▶週2〜5日�※応相談
待　遇▶�車通勤可、まかない付、正社員登用有

アルバイト・
パート共通項目気になった方はまずは右記�

二次元コードへお問合せください
資料をお送りします。

（店長�赤岡のLINEに繋がります）
☎0123-26-9440

千歳市幸町2丁目5-1株式会社 DORA GROUP
受付/15〜24時
担当/赤岡

【アルバイト】キッチン・ホールスタッフ
★学生、フリーターが活躍してます!
★店長も20代!楽しく働きましょう!
給　与▶時給1,125円 ※深夜手当込
時　間▶18:00〜23:00の間で3〜5h

美味しい美味しい
まかない付まかない付

千歳 正 キッチンア パ キッチン、ホール委 マネージャー候補

会社はただの「道具」です!会社はただの「道具」です!
皆さんの人生を楽しく�皆さんの人生を楽しく�
する為に、うちの会社をする為に、うちの会社を
上手く使ってください！上手く使ってください！

★正社員同時募集　月17万円〜

新規事業立上げのためスタッフ増員募集!!

株式会社
アドバンス

恵庭市恵み野北3丁目1-1�
恵庭RBPセンタービルE206
https://www.ec-advance.jp

仕　事▶�楽天市場・Yahoo!ストア・Amazonなどのネット
ショップの受注業務。主に取引先との電話対応他、
パソコン操作、eメール対応

資　格▶�基本的なパソコン操作が出来る方、�
ネットショップ・コールセンター経験者優遇

給　与▶�時給930円〜 ※3ヶ月後から時給950円 
※能力に応じて昇給有 ※社員登用制度有

時　間▶9:00〜17:00
勤　務▶�週2〜3日（基本土日祝休み、繁忙期は土日出勤数回有）�
待　遇▶�雇用保険、労災保険、車通勤可、交通費規定支給、社保有

担当/末岡☎21-8891 受付/10〜16時

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭 ア パ 受注業務

★土日休みも有

★正社員同時募集/月給22〜28万円

資　格▶�看護師又は准看護師、�
内科・消化器科勤務経験者尚可

給　与▶�時給1,200〜1,500円
時　間▶�9:00〜19:30の間でシフト制（休憩60分）
休　日▶シフト制、火曜、祝日�
待　遇▶�社会保険完備、交通費規定支給（月上限

15,000円迄）、車通勤可（従業員用無料駐
車場有）、有給休暇有、試用期間3ヶ月有

えにわ内科・消化器内科クリニック

〒063-0061�札幌市西区西町北6丁目1-1ユニビル2階
(本間社会保険労務士事務所)【担当/本間】

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。
☎011-676-6972平日

パート看護師募集!

恵庭市柏陽町3丁目29番地10��https://eniwa-cl.com/

恵庭 パ 看護師・准看護師

勤務先▶�A/恵み野病院ひまわり保育所�
　（恵庭市恵み野西2丁目3-5）�
B/市立千歳市民病院保育室�
　（千歳市北光2丁目1-1）

資　格▶保育士資格�
待　遇▶�共通/交通費全額支給、有給休暇有�

　　��社会保険完備（時間による）�
正職員/�夏季・冬季休暇有、賞与有

共
通
項
目

給　与▶�時給1,000円
時　間▶��16:00〜翌10:00（休憩180分・深夜割増有）
勤　務▶�月5〜10日（応相談）

【パート】夜勤専従保育士（恵み野病院保育所のみ）

給　与▶月給17〜18.5万円（夜勤手当別途支給）
時　間▶��①7:00〜20:00（実働8h）�

②16:00〜翌10:00（休憩180分）�
　※夜勤は月2〜3日程度　※シフト制

勤　務▶�4週8休

【正職員】保育士

【パート】保育士
給　与▶�A/時給950〜980円　B/時給890〜910円
時　間▶��A/15:00〜20:00の間で実働3〜5h�

B/9:00〜16:00の間で実働4〜6h
勤　務▶�週3〜5日　※シフト制（応相談）

〒062-0055�札幌市豊平区月寒東5条10丁目3-3

下記連絡先へお電話の上、希望勤務地と職種を明記した�
履歴書を郵送ください。尚面接は就業場所で実施致します。

☎011-859-3393
株式会社プライムツーワン

【保育運営本部】

千歳・恵庭 正 パ 保育士
保育士募集!人気の院内保育所での勤務です♪
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