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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

土地・建物
・不動産売買
土地・建物
・不動産売買
オフィス上森㈱
■北海道宅地建物取扱業協会会員　■宅地建物取扱業 北海道知事免許 石狩（2）第7902号

恵庭市
黄金北4丁目6-1

TEL（0123）33-6908

のことならのことなら

検索オフィス上森

恵庭市「花の拠点 はなふる」恵庭市「花の拠点 はなふる」で働いてみませんか？

子ども達子ども達がが元気に楽しく遊べるお手伝い元気に楽しく遊べるお手伝いをするお仕事です。をするお仕事です。

まずはお気軽にお電話ください。
☎011-205-1471採用担当者

子ども好きな方、
大歓迎です！

フルタイムパート

勤務先▶�えにわファミリーガーデン「りりあ」�
（恵庭市南島松828番地）

仕　事▶�子どもたちへの声かけ、見守り等、入退場
受付、利用方法の説明、遊具の清掃・消毒

給　与▶時給900円
時　間▶��9:00〜17:00（実働7.5h）
休　日▶�週休2日（シフト制）
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�

車通勤可（当社規定による）、制服貸与

施設運営
スタッフ募集

恵庭 パ 受付スタッフ、施設運営スタッフ
遊びの見守りや声かけ、遊びの見守りや声かけ、
遊び方を教えたり…遊び方を教えたり…

〒061-1374 恵庭市恵み野北3丁目1-1 恵庭リサーチ・ビジネスパーク E-204
株式会社アメック■トータルビルメンテナンス・

　運営管理 恵庭営業所

仕　事▶�パチンコ店内のホール・カウンター業務
資　格▶�20歳以上（労働基準法による年齢制限）
給　与▶�時給1,100円 

※深夜手当別途支給　※試用期間3ヶ月/同条件
時　間▶��①8:00〜16:30（実働7.5h）�

②16:30〜翌0:00（実働7h）　※①②シフト制
休　日▶�シフト制（4週8休）
待　遇▶�社保完備（試用期間後、希望による）、�

交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、�
有給休暇制度有

〒061-1441
恵庭市住吉町2丁目5-1

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。�
郵送による応募も可能です。

☎33-9235 ☎33-0278又は

ブルーバード ネオ

ホールスタッフ募集!ホールスタッフ募集!

受付/常時受付　担当/田辺

恵庭 パ ホール・カウンター業務

仕　事▶�朝食の簡単な調理補助、�
ホール業務�※兼任も可

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給1,000円～ ※早朝手当有
時　間▶4:30〜10:00�※状況により変動有
勤　務▶週3〜4日�※応相談
待　遇▶�社保完備（勤務による)、交通費規定支給、�

車通勤可、エプロン貸与

千歳市千代田町2-2-10

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-24-2111
ホテルウィングインターナショナル千歳

WワークOK　朝の時間を有効に活用できます。

たくさん働きたい!
扶養内勤務希望! 日数応相談
千歳 パ 調理補助、ホール業務

◆札幌工場（恵庭市戸磯47-7）
資　格▶�未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶�9:00〜18:00、21:00〜翌6:00　�

※時間前後要相談
給　与▶�時給890円～+交通費規定支給 

※22:00～翌5:00/深夜手当有
休　日▶週2日　※シフト制
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

製造製造

株式会社エフビーエス
〒061-1405　恵庭市戸磯47-7札幌工場

☎31-0900
まずはお気軽にお電話ください。

受付/9〜17時�
担当/原田・本間

パパンン

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。

スタッフ募集

パンがパンが
良い匂い♪良い匂い♪

恵庭 パ 製造

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）

倉庫内作業
スタッフ募集!
期　間▶11月中旬〜12月末頃
勤務先▶千歳市泉沢
仕　事▶�お歳暮などの箱詰め作業
給　与▶ 時給900円
時　間▶�9:00〜18:00
休　日▶日・祝
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�

週払い制度有

千歳 派 倉庫内作業

★未経験者歓迎! ★年末までの短期!

久しぶりの募集です！主婦（夫）さん大歓迎!  
 退勤時間自由・勤務曜日自由で働きやすい環境です！
仕　事▶�しいたけ、きくらげ等の収穫・パック詰め等。�

基本立ち仕事です。
資　格▶�未経験者歓迎、主婦（夫）歓迎、年齢・性別不問
給　与▶�時給890円～ ※昇給有
時　間▶�8:30〜16:30の間で勤務時間数自由、退勤時間自由�

※出勤時間は8:30固定�
★今日は早上がりしたい等、退勤時間は自分の都合
　でOKです！

勤　務▶�週4〜6日�★曜日は自由に決めてください！
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費規定支給、白衣貸与

年齢・性別不問！長期パート

ホクワン

北一きのこ 白戸農園 千歳市祝梅
606-1

まずはお気軽にお電話ください。面接時、履歴書不要 担当/白戸
☎0123-29-2253 090-6217-4563  

千歳 パ 収穫・パック詰め

勇払郡安平町早来源武275

行こう！ いいホース

0120-0120-15-114315-1143
応 募

面接日は相談の上決定します。
まずはご連絡ください！

寝ワラの交換

年2回
ミニボーナス

支給

アーモンドアイ、ディープインパクト、
ジェンティルドンナなど、

多くの名馬を輩出している競走馬牧場です。
未来の名馬たちの暮らしを支えるお仕事に、 

興味ありませんか？

仕　事▶�ⓐ馬が別棟にいる間に、敷いて�
　あるワラを取り替える作業�
ⓑエサが入っている器の洗浄�
ⓒ厩舎および厩舎周辺の掃き掃除�
※ⓐ〜ⓒを3〜4人で分担

時　間▶�6:00〜9:00
給　与▶�時給1,000円 

※月収例/月26日勤務の場合、 
　月78,000円

勤　務▶�①週6日�②週5日�※①②選択可
休　日▶�［週6日勤務］�

日曜定休、夏季・冬季休暇�
［週5日勤務］�
週休2日制（日曜、他1日）

待　遇▶�労災保険、車通勤可、交通費規定
支給、夏季・冬季ミニボーナス有、
忘年会等のイベント有、定期健康
診断、食堂利用可

勤務先▶�ノーザンファーム早来�
（勇払郡安平町早来源武275）

牧牧場場作業作業
スタッフ募集!!スタッフ募集!!

長期長期で勤務で勤務
できる方歓迎できる方歓迎♪♪ Wワーク

OK！

《週5日 or 週6日 働き方選べます！》

掃き掃除

職場見学職場見学
まずは

してみませんか？してみませんか？

いきなり長期で働くのは心配…　そんな方に！▼

まずは短期の勤務から始めることもOKOKです！です！

安平 パ 牧場作業

給　与▶時給898円～
時　間▶15:00〜18:00（実働3h）
勤　務▶週3〜4日（応相談）※日曜他、休み
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給

パ
ー
ト

給　与▶  月給157,000円～
時　間▶8:00〜17:00（実働8h）
休　日▶土、日、祝日
待　遇▶�社保完備、賞与有、退職金制度有、�

制服貸与、交通費規定支給

正
社
員

千歳市美々新千歳空港内�ターミナル�アネックスビル1階
東京美装北海道㈱千歳支店

応募 090-9753-1491090-9753-1491

勤務先▶北海道文教大学付属幼稚園（恵庭市漁町396）
清掃スタッフ募集中!

☎0123-24-☎0123-24-37713771平日

恵庭 正 パ 清掃

スタッフ急募!!

千歳市幸町
1丁目16-1

仕　事▶ホール業務
資　格▶�未経験者歓迎、�

経験者優遇
給　与▶�時給889円  

※22時以降/時給1,112円
時　間▶18:00〜24:00
待　遇▶制服貸与、車通勤可（無料駐車場有）

い酒やい酒やえどやえどや
電話連絡の上、
写真付履歴書をお持ちください。☎42-9103

千歳 ア パ ホール業務

未経験者未経験者歓迎歓迎
経験者優遇経験者優遇

働きやすい、楽しい職場です♪

❷おせち料理製造

㈱紀文食品 恵庭工場
■水産練製品製造・販売

恵庭市戸磯201番14（恵庭テクノパーク内）

☎0123-32-1888
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

【担当】佐々木
【受付】9〜17時

❷おせち料理製造スタッフ
仕　事▶�おせち料理を詰める等の簡単な補助作業など
給　与▶��［12月26日 まで］時給1,000円 

��［12月27～29日］時給1,100円 
※6日間すべて勤務の方にはプラス5,000円支給

期　間▶�①12月24日（金）〜12月29日（水）�
②12月25日（土）〜12月29日（水）�
③12月27日（月）〜12月29日（水）�
④12月28日（火）〜12月29日（水）�
⑤12月24日（金）〜12月29日（水）の間で4日以上
★上記の中で選べます！

時　間▶�8:30〜17:30�
※但し最終日12/29（水）は13:30終了予定�
※生産状況により残業や変更になる場合有

❶食品製造補助・梱包スタッフ
仕　事▶�かまぼこ･なると巻き等の包装、箱詰め作業など
給　与▶時給1,000円
期　間▶�①11月29日（月）〜12月29日（水）�

②12月2日（木）〜12月29日（水）�
③12月6日（月）〜12月29日（水）

時　間▶�9:00〜18:00
休　日▶�日曜・水曜�

※但し、12月26日（日）・29日（水）は出勤�
※生産状況により変更になる場合が有

年末
恒例

毎年人気のお仕事!

❶食品製造補助・梱包

5050名名大募集!大募集!

短期短期スタッフスタッフ

初めての方も初めての方も
リピーターの方も大歓迎!!リピーターの方も大歓迎!!

共通
項目

恵庭 ア ①食品製造補助・梱包スタッフ②おせち料理製造スタッフ

資　格▶未経験者歓迎
待　遇▶�車通勤可、交通費規定支給、制服貸与��

※食品製造業のため、ピアス・マニキュア�
　禁止、コンタクトレンズの使用不可

期間が選べる！期間が選べる！
冬休み・学生バイトもOK!冬休み・学生バイトもOK!

千歳市美々新千歳空港ターミナルビル3F
レストランユック 新千歳空港店郷土料理定山渓温泉

「鹿の湯」グループ

《共通項目》
資　格▶�未経験者歓迎
勤　務▶週2〜5日で希望日数ご相談ください。
待　遇▶�交通費実費支給、賞与有（実績による）、食事�

手当支給、勤務実績により有給休暇有、昇給有

★ブランクのある方も歓迎！
★子育てが一段落した方も活躍中！
★土日のみもOK！

担当/田中☎0123-46-5830☎0123-46-5830
� 電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

土日祝日または
お正月やお盆の勤務

可能な方は

時給優遇!!

❶調理補助スタッフ（料理の仕込みや盛付等）
★家庭での経験が生かせる
時　間▶�平日/17:00〜20:00�

土日祝/11:00〜20:00
給　与▶�時給950円～（高校生/時給920円～）

❷ホールスタッフ（接客・レジ等ホール全般）
★笑顔で元気よく対応できればOK！
時　間▶�平日/10:30〜17:00
給　与▶�時給930円～（高校生/時給910円～）

千歳 ア パ 調理補助スタッフ、ホールスタッフ

恵庭市戸磯201-20

◆パート《短期》 ★1月3日まで（時間のズレ有）
時　間▶�9:00〜18:00
給　与▶�時給1,050円
勤　務▶シフト勤務可能

㈱デザートランド
北海道工場

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡「Ｑ人ナビを
見た」とお伝えください！お気軽にお電話を！随時受付♪

応 募 ☎0123-34-0800☎0123-34-0800

有名コンビニスイーツ製造しています！

長期･短期パート アルバイト

スタッフ募集!スタッフ募集!
共
通
項
目

資　格▶�未経験歓迎
待　遇▶�各社保険完備（勤務時間による）、昇給年1回、�

有給休暇制度、産後休暇、育児休暇、制服貸与、
車通勤可、交通費規定支給

【仕事】�洋生菓子の製造全般�
（商品の仕分け・出荷作業、製造準備等も有）

【仕事】�①洗浄・荷受け�②製造
◆パート《長期》
時　間▶�①9:00〜18:00（8:00〜17:00）�

②9:00〜18:00
給　与▶�時給970円
勤　務▶シフト勤務可能

◆アルバイト《長期》
時　間▶�①17:00〜22:00�②7:00〜12:00
給　与▶ 時給1,050円
勤　務▶�月12〜15日�※年中無休のため、シフト制

恵庭 ア 洗浄、荷受け、製造パ 製造

勤務先▶�千歳市
期　間▶12/1〜12/31
仕　事▶�ゆうパックの配達
資　格▶�要普免(AT限定可)、年齢不問
給　与▶�月25～35万円
時　間▶��8:00〜20:00
休　日▶�月4日
待　遇▶�車通勤可、制服貸与、研修有

千歳市高台5丁目1-5㈲M.D.N.TRANS

まずはお電話のうえ、写真付
履歴書をお持ちください。

★毎年恒例のお仕事です。 ★車両貸出･持込OK！

短期募集 宅配ドライバー

千歳市高台5丁目1-5

☎23-0501
㈲M.D.N.TRANS

月
収25〜35万円!!

千歳 他 宅配ドライバー
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