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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】

千歳

一緒に新しい
お店を盛り上げて
ください!

仕　事▶�ホール業務、調理補助
資　格▶�経験者優遇、�

金・土に出勤できる方歓迎
給　与▶時給940円～
時　間▶��11:00～15:00、17:00～22:00��

※実働3～5h程度�※シフト制
勤　務▶�週2～3日
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与

千歳市幸町
2丁目7

担当/佐々木

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-29-7360
090-1936-9479

まる山 ジンギスカン

千歳千歳にに
ジンギスカンジンギスカンのお店がのお店が
OPENします！OPENします！
オープニングオープニング
スタッフスタッフ募集！募集！

ア パ 店内業務

勤
務
先

国際線
ターミナルビル

新千歳空港
ターミナルビル

◀至 千歳市街 至 苫小牧▶
P

空に一番近い空に一番近い
仕　事▶�SS業務全般、配送業務
資　格▶�年齢不問、要普免（AT限定不可）、�

危険物資格所持者（丙種または乙種第4類）
給　与▶月給190,000円
時　間▶��6:30～19:15の間で実働7.75h
休　日▶�月8～9日
待　遇▶�社保完備、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可、

有給休暇（入社6ヶ月後より付与）

千歳市美々�新千歳空港内

電話連絡のうえ、
写真付履歴書をお持ちください。
詳細は面談にて。

☎45-2301

千歳空港
モーターサービス㈱

担当/総務課　受付/9:00～17:30

スタンドで働きませんか？スタンドで働きませんか？

千歳 嘱 SSスタッフ

苫小牧市美沢
261-56

まずはお気軽にお電話ください。

☎0144-58-4111
エアポートパーキング

担当/竹内�

仕　事▶�駐車場と新千歳空港間（片道10分）の送迎業務他
資　格▶�中型一種免許以上、年齢・経験不問、シニアOK
給　与▶�時給900円  

※深夜手当、残業手当有 ★日払い可
時　間▶�①5:30～14:30�②14:00～23:00�

※①②シフト制、繁忙期は残業の場合有
勤　務▶�シフト制、日数応相談�
待　遇▶�中型免許限定解除養成有、制服貸与、�

車通勤可、日払い可

日払い可！
募集!!募集!!バスドライバーバスドライバー

週末
食事付き♪

苫小牧 ア バスドライバー

小学生から高校生のお子様がいる方には

子育て支援金支給 

（1日500～700円　※規定有）

終学相談室/2名募集 今秋OPENしました

勤務先▶ユアホール向陽台/千歳市文京3丁目1
仕　事▶�新しくオープンした新施設での広報宣伝�

活動、各種催事のご案内、テレアポ等
時　間▶�10:00～15:00　※実働4h
休　日▶土日祝

葬祭フロント事務/1名募集
勤務先▶千歳シティホール/千歳市北信濃871-19
仕　事▶�電話対応、伝票作成、発注業務、他
時　間▶�9:00～18:00　※実働5h程度
休　日▶土日

ホールスタッフ・フロント事務/各1名募集
勤務先▶�ベルクラシックリアン平安閣�

千歳市錦町4丁目9
仕　事▶�ホール/接客、配膳、片付け�

フロント/電話対応、伝票作成、発注業務、他
時　間▶�10:00～18:00　※実働5h程度
休　日▶週2～3日�（土日休みも相談可）

《共通項目》
資　格▶要普通免許、未経験者・経験者ともに歓迎
給　与▶時給1,000円　※試用期間2ヵ月/同条件
待　遇▶�各種保険完備、制服貸与、通勤手当、車通勤可、

有給休暇、社員登用有、子育て支援金支給

千歳 パ 広報宣伝活動、フロント事務、ホールスタッフ

〒066-0064 千歳市錦町4丁目9番地
（株）マリアージュインベルコ千歳支社 採用担当宛 

(リアン平安閣)

(採用担当部署直通)
☎0123-26-1163

080-4415-2765

電話連絡の上、写真付き履歴書を持参 
もしくはご郵送ください。

パートスタッフ パートスタッフ 
4職種募集!4職種募集!

【履歴書郵送先】

★扶養内勤務可能★扶養内勤務可能
★勤務時間や休日は応相談★勤務時間や休日は応相談

まずはお気軽にお問合せください。

≪新型コロナウイルス感染防止対策≫電話面接も承ります！
0120-622-468

北海道で派遣を始めて22年──�総合人材サービス�

〈本社〉 札幌市白石区北郷2条4丁目5-8

最新情報はHPから♪ http://www.navel-g.co.jp/

労働者派遣事業(派01-300002)� 有料職業紹介事業（01-ユ-300120）�

ネイヴルソリューションスタッフ
株式会社

期　間▶�即日から年末までの短期（延長の可能性有）
仕　事▶自動車部品の目視検査
資　格▶毎週土･日勤務できる方（どちらかだけでも可）
給　与▶時給1,000円+交通費規定支給
時　間▶�8:00～20:00��

※休憩1.5h�※実働8h+残業2.5h
勤　務▶土･日を含む、週2～5日
待　遇▶�通勤手当規定支給、�

給与週払い制度有（規定有）、�
分煙（屋内に喫煙所有、喫煙可能区域での業務はなし）

勤務先▶苫小牧市柏原

★無料送迎ご希望の方はご相談ください。 
（千歳～苫小牧）

★もくもく作業♪　★立ち仕事です。
目視検査スタッフ

募集‼︎

苫小牧 契 自動車部品の目視検査

千歳 ア パ グループホーム介護職員

清掃員募集!!清掃員募集!!パート

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

☎0123-24-☎0123-24-37713771平日

給　与▶�時給898円
時　間▶�7:00～11:00�

（実働4h）
休　日▶土･日曜、祝日

�入社後すぐに使える�入社後すぐに使える
特別有休制特別有休制有!!有!!

❶日本血液製剤機構/千歳市泉沢

2～3名2～3名
募集！募集！

期　間▶2022年1月3日～3月6日
給　与▶�時給1,200円 

（交通費込み）
時　間▶�10:00～14:00�

（実働4h）
勤　務▶週3～5日�※交代制

❷ ノースカントリーGC/千歳市蘭越 
冬季業務

《共通項目》
待　遇▶�制服貸与、雇用保険は週20h以上で加入、�

①のみ交通費規定支給

千歳 パ 清掃

ヘルプサービスきずな 〒061-1424
恵庭市大町1丁目8-5

【担当】もんま
【受付】9～17時☎39-5100まずはお気軽に

お電話ください。

介護職員介護職員募集!!募集!!

要普通自動車運転免許

パート正社員 経験者優遇
パート希望はパート希望は働きながらの働きながらの
資格取得が可能資格取得が可能です!です!

パートはパートは
無資格無資格

OKOK

パートは短時間も相談可

介護の仕事介護の仕事
  に興味のある方は是非!

働きながら、当社指定の学校で1ヶ月間働きながら、当社指定の学校で1ヶ月間
介護職員初任者研修を受講できます！介護職員初任者研修を受講できます！

仕　事▶�訪問介護の介護職員
資　格▶�要普通自動車運転免許、介護福祉士（正社員のみ）�

★�パートさんは介護系の資格がなくてもOK！（当
社指定の学校で1ヶ月間の研修を受けられる方）

給　与▶�パ/ ［介護職員初任者研修修了］時給900円～ 
※無資格の方（介護職員初任者研修受講中）も同時給 

［介護福祉士］時給1,000円～
　　　　 正/月給166,000円～ 

※ともに経験年数により考慮致します。
時　間▶�8:50～17:30�

※パートは上記のうち実働4h程度～（応相談）
待　遇▶�労災保険、賞与年2回、通勤手当、昇給年1回�

�正職員には扶養手当、住宅手当、介護手当、社会保険有

恵庭 正 パ 介護

千歳市勇舞8丁目1-1
㈱エルディ

担当/山野下担当/山野下

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-22-8831
ちとせモール管理センター

仕　事▶�商業施設での施設管理業務�
資　格▶�年齢・学歴・経験不問�
給　与▶�月180,000円�
時　間▶�8:00～17:00、9:00～18:00�

※実働8h�※シフト制
休　日▶�週休2日�※年間休日107日
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費支給�

（月35,000円まで）、車通勤可、�
昇給（年1回）、賞与（年2回）

勤務先▶�ちとせモール（千歳市勇舞8丁目1-1）

ちとせモールの

スタッフ募集!スタッフ募集!
年齢・学歴・経験不問!!

千歳 契 施設管理業務

施設管理

24時間受付OK！ 
お気軽にお電話ください。 0120-172-6420120-172-642

給　与▶�時給960円～
時　間▶�8:30～17:15
期　間▶即日～3月末
休　日▶土日祝

プラスチック製品の組立

時給960円〜

即日〜3月末

《千歳市》

給　与▶�時給1,000円～
時　間▶��9:00～15:00�

（実働5.5h）
期　間▶長期
休　日▶シフト制（相談可能）

★土日出勤可能な方大歓迎! ★女性活躍中‼︎ ★簡単作業

ホテルの客室清掃

時給1,000円〜

長期

《千歳市》

千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F
当社は「社団法人�日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号�派01-300587㈱アスクゲートノース

出張！出張！お仕事相談会お仕事相談会開
催
開
催

☆登録時に11月26日号のQ人ナビを持参の方限定

採用決定から勤務5日目に
お米5kgプレゼント!

先着先着
10名!!10名!!

給　与▶�時給1,100円～
時　間▶�17:00～翌0:00�

のうち実働5h以上�
※相談可

期　間▶即日～12月末（更新制）
休　日▶�シフト制�

（週3日以上の勤務）

★勤務時間･日数相談可！

居酒屋ホールスタッフ

時給1,100円〜

即日〜12月末（更新制）

《千歳市》

WEB面接も可能です。
まずはお気軽にお問合せください。

■■11/3011/30（火）（火）　9:30～15:00　9:30～15:00

千歳 派 清掃、組立、ホールスタッフ

■■千歳市民文化センター 中会議室1千歳市民文化センター 中会議室1

様々な年代の方が活躍しています♪

北日本環境開発株式会社
〒053-0022　苫小牧市表町3丁目1-12

☎0144-32-5939
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

◆食肉加工スタッフ
仕　事▶�工場内での食肉加工�

◇家畜の処理�◇枝肉入出庫業務
資　格▶�マイカー通勤の出来る方
給　与▶�時給1,200円～ 

★月収例/190,000円以上 
　（月22日勤務計算の場合）

時　間▶�8:30～17:00(実働7.5h）�
※土曜は5.5h勤務�※ほぼ残業なし

休　日▶�日曜･祝日、土曜隔週休み�※その他会社指定日有
待　遇▶�各種社会保険完備、交通費規定支給、制服貸与
勤務先▶�安平町遠浅（千歳・恵庭からも通勤可能です。）

★未経験者歓迎！ 丁寧に指導します。
★転職者も歓迎！ 女性も活躍中です。働きやすい環境♪
★日曜・祝日、土曜隔週休み

正社員募集!!正社員募集!!
工場内作業員

安平 正 工場内作業員（食肉加工）

Qua ity & Discount

365恵庭店
恵庭市黄金南
6丁目10番地4

まずはお電話でお問い合わせください。
後日面接日をご相談させていただきます。 

担当/採用係☎39-5555

◆レジ《学生歓迎》
時　間▶�①16:00～21:00�
　　　　②17:00～22:00
◆惣菜
時　間▶�8:00～13:00

《共通項目》
給　与▶�時給899～924円（学生/時給889円～）
勤　務▶�日数・休日応相談
待　遇▶�有給休暇、制服貸与、雇用保険、交通費規定支給

日数・休日
応相談！ 

恵庭 ア パ レジ、惣菜

恵庭 派 フォークリフト作業

東洋ワーク株式会社 札幌市豊平区美園3条3丁目1-27
■業務請負業・労働者派遣（派04-010080）

時　間▶�8:00～17:00　※残業有
給　与▶�時給1,080円
休　日▶土・日

フォークリフト作業（飲料ケースの運搬）
恵庭市戸磯

待　遇▶�交通費規定支給、各社保完備、�
入寮対応可共通項目

時　間▶�8:45～17:30、11:15～19:45　�
※2交替

給　与▶�時給1,030円
休　日▶�土・日　※月1～2日土曜勤務有

フォークリフト作業（家電製品の運搬）
恵庭市戸磯

Web応募も出来ます!詳しくはこちら!

フォークリフト作業スタッフ

0120-451-457
面接はお住まいの地域で行います。
お気軽にご応募ください。

2カ所募集!応募お待ちしてます♪

週払いOK週払いOK
入寮可!!入寮可!!




