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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】

仕　事▶ 予約販売の花束を制作･梱包･発送する 
お仕事です。対面販売はありません。

給　与▶ 時給950円　 
※試用期間3ヶ月/時給920円

時　間▶10:00～15:00　※応相談
勤　務▶ 週2～3日　※応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可

恵庭市島松仲町2丁目10-7

電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

☎0123-47-9960
(有)BISES

自由度高く
働けます!!

●お子様の体調不良による 
　急なお休みにも対応
●平日休みもOK♪
●扶養内勤務あり!

●時間やお休みは応相談
恵庭 ア パ 花束の制作･梱包･発送

児童指導員募
集

〒066-0041 千歳市清水町4丁目8番1号 シェルヴィル205

仕　事▶小～高校生の児童指導
資　格▶保育士・介護福祉士・児童指導員任用資格、年齢不問
給　与▶ 正/月150,000～215,000円　 

パ/時給900円～
時　間▶ 11:00～18:30　※休校日は8:30～17:00 

※シフト制
休　日▶日曜日を含む週休2日　※年間123日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

無料駐車場有、試用期間6ヶ月/同条件 
【正のみ】賞与年1回

デイサービスセンター

ブン･ブン･ブン･ハウス

☎26-8188090-6874-9973
 電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください｡担当/本田

20～60代
の方が活躍しています！

千歳 正 パ 児童指導員

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

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

恵庭 正 看護師・准看護師

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▶月給220,000～280,000円
時　間▶ 9:00～19:30の間でシフト制

（休憩1h）
休　日▶シフト制、火曜、第2日曜、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、試用期間3ヶ月

看護師募集!

土日休みも 
月に1、2回有

昇給・賞与有

パート勤務も可
時給1,200
～1,500円

仕　事▶ レジ打ち、品出し、 
掃除、接客等

給　与▶ 時給900円～
時　間▶ 9:00～20:00 

※時間帯は応相談
資　格▶ 週3日以上働ける方
待　遇▶勤務により社会保険加入可

千歳市新富3丁目10番6号 

まずはお気軽にお電話ください。

ワークマン千歳店作業服、作業用品
ユニフォームの
大型専門店

☎0123-22-0233担当/佐々木

長く働ける方歓迎!!
未経験の方、祝日・土日働ける方大歓迎!

扶養内勤務OK

千歳 ア 店内業務全般

タイヤショベルによる除雪のお仕事!!

街道建設株式会社 恵庭市戸磯76-16

（本社）☎0123-33-8100
 電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

（24時間）090-8638-5842

仕　事▶ タイヤショベルオペレーター 
（民間駐車場）

資　格▶ 普通免許（ミニショベル）、 
大型特殊免許（中型・大型ショベル）

給　与▶ 月給18～28万円 ※資格・経験による
時　間▶ 1勤務8h前後
期　間▶ 12/1～翌3/31 ※実働60日前後

恵庭 期 除雪作業

仕　事▶ 注文受け・配膳・会計等の 
ホール業務、簡単な調理補助

資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）、フリーター歓迎、 
年齢不問

給　与▶時給920円～
時　間▶10:30～15:00（実働3～4h程度）
勤　務▶ シフト制（平日のみ） ※木曜日/定休日
待　遇▶ エプロン貸与、交通費規定支給、まかない有

恵庭市本町16-1

まずはお気軽にお電話ください。

070-5285-4977
ラーメンノボリザカ

担当/宮下

子育て中のママさんも 
働きやすい♪

店内スタッフ募集!
恵庭 ア パ 店内業務

仕　事▶ クリーニング工場での衣類仕分け･たたみ作業
資　格▶未経験者歓迎、扶養内勤務可
給　与▶時給889円～
時　間▶ ①8:20～16:20（休憩80分） 

②8:20～12:00 
③12:50～16:20

休　日▶日曜･祝日
待　遇▶ 車通勤可、交通費規定支給、各種社保完備、 

クリーニング優遇制度有
勤務先▶千歳市北信濃776-11

〒066-0075　千歳市北信濃776-11

くらしの輝き　手から手へ

☎0123-23-4251
まずはお気軽にお問合せください。

担当/小池 株式会社 白生舎

選択
OK!!午前 午後

フルタイム
千歳 ア パ 工場内作業

金太郎寿し〒066-0063 千歳市幸町2丁目1

☎24-9786応募 担当/採用係
受付/11～15時、16時～

★宴会片付けスタッフも同時募集　1日3h/日給4,000円

《共通項目》
待　遇▶ 社保完備（勤務による)、制服貸与、車通勤可、 

昇給有、年2回ボーナス有、燃料手当有

時　間▶ 10:00～14:00、17:00～24:00　 
※応相談

給　与▶ 時給950～1,000円　 
※22時以降深夜割増有

勤　務▶週2日～　※応相談

◆ホール・洗い場スタッフ【アルバイト】★高校生可

時　間▶11:00～24:00の間で応相談
給　与▶時給1,200円　※22時以降深夜割増有
勤　務▶週3日～　※応相談

◆調理補助スタッフ【アルバイト】

★求む!経験者
時　間▶10:00～24:00の間で実働8h
給　与▶月25～30万円
休　日▶ 週1日+週1日の半休有、 

季節にそれぞれ連休有（合計12日程度)

◆調理スタッフ（板前）【正社員】

千歳 正 調理ア ホール・洗い場、調理補助

3職種募集!正社員
アルバイト

仕　事▶  カラーリング（白髪染めのみ）、 
シャンプー、簡単な接客

資　格▶ 美容師免許
給　与▶  平日/時給900～1,000円 

土曜/時給950円～
時　間▶ 9:00～17:00 ※最終受付は15:30
勤　務▶ 週2日～OK!  

※応相談   ※日曜、祝日は定休日
待　遇▶ 交通費規定支給

※応募の際に、｢求人ナビを見ました｣とお伝えいただくとスムーズです。

カラーリスト大募集!

ブランク
ある方も
歓迎!

扶養内
勤務可

日･祝は
お休み！ まずはお気軽にお電話ください。

15:30で受付終了なので、
家庭との両立もしやすい！

千歳

090-6696-1890
■オーガニックヘアカラー専門店

（斉藤）

千歳店nonno 千歳市信濃
4丁目11-4

- のんの -

パ カラーリスト

恵庭店も
同時募集

仕　事▶ 新千歳空港近くのパーキング店で店舗⇔空港間のお客様の送迎を
していただくお仕事です。（マイクロバス乗員20名程度の運転）

資　格▶ 大型もしくは中型限定解除免許 ★年齢・性別不問！
時　間▶ 早番/5:50～13:50　遅番/13:50～21:50 ※各休憩75分
給　与▶ 正/月給150,000～250,000円 ※応相談 

ア/ 時給900円～ ※面接時に希望時給を申告してください。 
※経験･能力を考慮した上で決定いたします。

休　日▶  正/シフト制 
ア/週1日～ ※平日のみ･土日のみOK

待　遇▶ 車通勤可、制服貸与、残業手当、各種研修制度有 
※各種社会保険は勤務時間により法定通り支給

勤務先▶苫小牧市美沢185-31（新千歳空港から車で約3分）

送迎ドライバー急募‼
「あなたに合ったお仕事、ココにあります！」
● 自動精算機導入で、ドライバーが 
精算業務や受付業務をすることはありません！

● バス内には利用案内の動画が流れているので
ドライバーが案内する必要はありません!! 
接客が苦手な人でもご安心ください。

事前申告で
希望日休みOK

有給取得率
ほぼ100％

★まずはお気軽にお電話ください！

080-2860-0248 担当/野田【履歴書応募先】〒053-0054 苫小牧市明野新町2-23-23 ㈱ I.D.M.ノースランド
新千歳空港イツモパーキング 書類選考なし 応募者全員面談 面接１回のみ

未経験者
大歓迎‼

苫小牧 正 ア 送迎ドライバー

仕　事▶容器製造機械のオペレーション業務
資　格▶ 未経験者歓迎、18～40歳まで（キャリア形成の

ため）、要普通免許（マイカー通勤可能な方）
給　与▶ 月17万円～（経験により優遇） 

※試用期間3ヶ月/時給1,000円 
★残業20h、2交替勤務の場合/月20万円以上可能

時　間▶  ①8:00～17:00（実働8h） 
②19:00～翌4:00（実働8h）

待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、昇給年1回有、 
賞与年2回有、交通費規定支給、制服貸与、 
食事補助有、育児支援手当、退職金制度有、 
有給休暇有、車通勤可

【正社員】製造スタッフ

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-1380 受付/8～18時
担当/山内 千歳市上長都1124-5千歳工場

千歳 正 製造パ 清掃

仕　事▶事業所内施設の清掃業務
資　格▶ 未経験者歓迎、年齢不問、要普通 

免許（マイカー通勤可能な方）
給　与▶ 時給890円
時　間▶  ①9:00～12:00（実働3h） 

②8:00～17:00の間で実働3h（応相談）
待　遇▶ 労災保険、昇給年1回有、交通費規定支給、 

有給休暇有、車通勤可

【パート】清掃スタッフ

正社員 パート

休　日▶ 土日祝、ＧＷ、お盆、年末年始 
（会社カレンダーによる）

勤務先▶千歳市上長都

共通
項目

マイカー通勤 
可能な方歓迎!

製造
スタッフ募集!
全国のスーパー、コンビニ
などに並ぶ食品容器を製造
する会社です!
未経験者の方大歓迎!!

清掃

まずは
お問い合わせ
ください!

《新千歳空港共通項目》
給　与▶時給890円
待　遇▶交通費規定支給、車通勤不可

■総合施設管理

千歳市美々新千歳空港内 ターミナル アネックスビル2F
千歳支店

受付/9～17時
※日・祝を除く

日興美装工業㈱

まずはお電話の上、面接の際に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-1171

時　間▶ 7:00～11:00（実働4h）
勤　務▶月24日程度　※週5～6日完全シフト制

◆アネックスビル（新千歳空港施設内）

時　間▶ 15:00～18:00（実働3h）
給　与▶ 時給890円
勤　務▶木、金、土（祝日は休み）
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、車通勤可

◆島松保育園（島松本町4丁目）

清掃スタッフ 
募集!

時　間▶ 9:30～14:30（実働4.5h）
勤　務▶月21日程度　※週4～5日完全シフト制

◆客室清掃（新千歳空港施設内）

未経験者
歓迎!!

千歳・恵庭 ア パ 清掃

〒061-1423　恵庭市柏木町429-6
担当/小中・阿部☎0123-33-2388

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

地域の福祉に携わるお仕事です。デイサービス
ケアワーカー

パート募集

土日休みの好条件!

週3～5日の就労希望の方にぴったり♪

資　格▶経験者優遇
給　与▶ 介護福祉士/時給1,010円～ 

介護福祉士 ※勤務に制限がある場合/ 
時給990円～ 
介護職員/時給930円～

時　間▶ ①8:50～12:50　 
②9:00～16:00

休　日▶ 土日、他、年末年始（12/30～1/3）
待　遇▶制服貸与
勤務先▶ 恵庭市こがねデイサービスセンター 

（恵庭市黄金南5丁目11-4）

恵庭 パ 介護職員

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！▼

資　格▶ 未経験者歓迎、金・土に勤務できる方歓迎
時　間▶6:00～15:00の間で応相談

◆野菜のカット等の加工業務

資　格▶要普通免許
時　間▶ 6:00～15:00

◆鮮魚部ルート配送業務

給　与▶時給900円
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 
※鮮魚部は他にも市場休有

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、正社員登用制度有

共
通
項
目

未経験者歓迎!

☎0123-40-1010 ［受付］
9～16時

●まずはお電話ください。担当/大道寺

急募!
資　格▶ 要普通免許
時　間▶7:00～16:00

◆青果部ルート配送業務

★正社員も同時募集!/
　月174,000円

千歳 パ ルート配送、加工


