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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

web

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

☎0123-35-5880 担当/山口
受付/10〜14時

株式会社アレフ 北海道工場

びっくりドンキーのハンバーグを作ろう！

恵庭市北柏木町
3丁目160-1

勤　務▶�週1〜5日�※時間帯は上記範囲で応相談
給　与▶�時給930円  

※3〜8時は時給1,163円
待　遇▶�交通費補助有、車通勤可（P有)、�

制服貸与

共
通
項
目

時　間▶3:00〜9:00
◆ハンバーグ製造

時　間▶3:00〜9:00、12:00〜21:00
◆ピッキング・仕分け

アレフのお店で使える20%割引券がもらえます!

もくもくと作業するのがもくもくと作業するのが
好きな方にピッタリ♪好きな方にピッタリ♪

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡

恵庭 パ 製造、ピッキング・仕分け

期　間▶2022年︎1月中旬〜長期
仕　事▶�プリントの採点、指導の補助、他
資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶時給900円
時　間▶��14:00〜19:00の間で実働2h程度〜��

※応相談
勤　務▶�月・木
待　遇▶�車通勤可

千歳市みどり台南3丁目14-19�みどり会館内

まずはお気軽にお電話ください！

090-1381-7188
公文式 みどり台教室

受付/10〜17時
担当/川口

公文式教室OPEN!!

新規スタッフ募集
子ども好きな方大歓迎！

千歳 パ 採点スタッフ

仕　事▶�手作業による除排雪業務、�
イベント会場設営の補助

給　与▶�時給1,500円
時　間▶�8:30〜16:30
期　間▶�令和4年︎�

1月20日〜2月18日�（予定）
休　日▶�土日祝
待　遇▶�労災保険、車通勤可、交通費補助
勤務先▶�千歳市内全域
資　格▶�季節的業務に従事されていた方、年︎齢不問

千歳市上長都4番地5

まずはお気軽にお電話ください！
その後写真付履歴書をお持ちください。☎25-6900

歩道除排雪業務作業員の募集です !

千歳市環境整備事業組合

千歳 臨 除排雪作業員

初めての方初めての方大歓迎！大歓迎！
急募‼︎急募‼︎体力体力に自信のある方に自信のある方

短期
1ヶ月間
土日祝休み!!

【共通項目】
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

【正社員のみ】昇給年︎1回、賞与年︎2回
勤務先▶�新千歳空港国内線ターミナルビル2F�

「北海道物産」

まずはお気軽にお電話ください。 

☎011-747-1161
北海道物産 株式会社

受付/9〜17時
担当/西浦
札幌市北区
北28条西4丁目

正
社
員･

ア
ル
バ
イ
ト
募
集

仕　事▶�倉庫内での検品、商品の仕分け・品出し等
資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許
給　与▶ 月160,000〜240,000円
時　間▶�6:00〜15:00、9:00〜18:00、�

12:00〜21:00�※実働8h
休　日▶月9日

正社員

仕　事▶�倉庫内での商品のピッキング、�
店舗での品出し

資　格▶未経験者歓迎、学生可（高校生も可）
給　与▶時給1,000円
時　間▶�6:45〜21:00の間で実働3h〜��

※シフト制、週1日〜（応相談）

アルバイト

千歳 正 ア 検品、仕分け、品出し、ピッキング

仕　事▶�入居者様のお食事の調理を�
お願いいたします。

資　格▶�未経験者歓迎、大量調理経験者大歓迎、�
正社員のみ調理師免許必須

給　与▶�正社員/月給200,000円〜 
パート/ 《調理員》時給920円〜 

《調理補助》時給890円〜
時　間▶���正社員/�5:00〜20:00の間で実働8h�※2交代制
　　　　パート/�①5:00〜9:30（実働4.5h）�

②8:00〜14:00（実働6h）�
③14:00〜20:00（実働6h）�
④17:00〜20:00（実働3h）�
⑤5:00〜20:00の間で実働7.5h�※フルタイム

休　日▶�月8日�※シフト制
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、制服貸与、�

マイカー通勤可、試用期間3ヶ月、�
有給休暇有（6ヶ月後）

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

厨房スタッフ厨房スタッフ募募
集集

大量調理大量調理
経験者経験者
大歓迎！大歓迎！

恵庭 正 調理師パ 調理員、調理補助

仕　事▶�小・中・高校生の学習指導、�
英・数（算数）・国・理・社のうち1教科から
OK。(複数科目指導できる方優遇)、教室運
営の補佐業務も有（事務給支給/時給889円）

資　格▶�大学・短大・専門学校卒もしくは在学中の
学生、社会人・フリーター・主婦（夫）も歓迎

給　与▶�コマ給/1,642円 
※他、日次手当有（委細面談）

時　間▶平日/�15:00〜16:40、16:40〜18:20、����
18:20〜20:00、20:00〜21:40

　　　　土曜/�15:00〜16:40、16:40〜18:20、
18:20〜20:00

勤　務▶�週3日程度
待　遇▶�交通費規定支給、各種研修制度有、�

昇給年︎1回（規定有）
応　募▶二次元コードより、ご応募ください。

恵庭市恵み野西1丁目8-3　イーストビル203
お問い合わせ ☎0123-39-6540
恵み野駅前教室 WEB応募はコチラ！

個別
指導の 塾講師塾講師募募

集集

★ 学生・社会人・フリーター・主婦（夫）OK!! ★ 学生・社会人・フリーター・主婦（夫）OK!! 

恵庭 ア 個別指導の塾講師

【担当】
福田（ふくだ）
小山（こやま）

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-40-3196
なんでもリサイクルビッグバン千歳信濃店

仕　事▶�販売、品出し、清掃、�
Yahooオークションの出品＆発送

資　格▶�未経験者歓迎
時　間▶�①9:30〜18:30�②9:30〜15:00��

③11:30〜20:30��
④17:00〜20:30

給　与▶時給889円〜
休　日▶シフト制
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、�

社保完備、賞与年︎2回、昇給有、有給休暇

千歳市信濃3丁目5番地1

店頭販売員店頭販売員募募
集集

リサイクルのリサイクルの
お仕事お仕事にに

興味がある方に興味がある方に
おすすめ！おすすめ！

未経験者未経験者
歓迎♪歓迎♪

千歳 ア パ 販売、品出し、清掃、出品、発送

まずはお気軽にお電話ください。【委細面談】

千歳市桂木3丁目9-28

090-9524-0243
児童発達支援　児童通所支援センター

デイジーハウス

仕　事▶�①児童指導員�
②施設利用児童の送迎（学校･幼稚園･自宅）

資　格▶�要普通免許、保育士資格もしくは障がい者施設
での経験が2年︎以上ある方尚可

時　間▶�①10:00〜16:00/土曜�
　13:00〜17:30/平日�
②13:30〜17:00

給　与▶�①時給950円〜 ②時給900円〜  
※試用期間1ヶ月/時給889円 
※土日勤務できる方/+100円

勤　務▶�週3〜4日
休　日▶�①日祝�②土日祝、他�※連休有�※応相談
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費規定支給、�

車持ち込みが可能な方は燃料手当支給

送迎送迎&&
児童指導員児童指導員

スタッフスタッフ募集募集

千歳 パ 児童指導員、送迎

★年明けからの勤務も可♪★年明けからの勤務も可♪

普通免許普通免許
でOK♪でOK♪

土曜日出勤できる方 土曜日出勤できる方 
時給+100円♪時給+100円♪

勤務先▶�けあビジョンホーム恵庭/�
恵庭市柏木町4丁目9-18

仕　事▶�介護業務、調理、清掃等、�
介護施設業務全般

資　格▶未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶�正/月21〜39万円　 

　 ※夜勤手当5回分を含む 
パ/時給930円 
　 +夜勤手当6,000円/1回　 
　 介護福祉士は時給980円

時　間▶�①7:15〜16:15　�
②10:00〜19:00　�
③16:00〜翌9:00��
※パートは応相談

休　日▶�シフト制　※年︎間110日(正社員)　�
※パートは応相談

待　遇▶�雇用・労災保険、交通費全額支給、車通勤
可、食事補助有、昇給年︎1回、有給休暇、�
特定処遇改善加算、賞与有（’20年︎度実績
2.0ヶ月）

恵庭市柏木町
4丁目9-18

まずはお気軽にお電話ください。
面接時に写真付き履歴書をお持ちください。

☎0123-39-5550☎0123-39-5550けあビジョンホーム恵庭

★�働く職員も幸せ。�
噂話、陰口禁止の職場を目指しています。

「社会に貢献した人々に尽くす」「社会に貢献した人々に尽くす」
という運営方針の元、という運営方針の元、

明るく元気に働いています。明るく元気に働いています。
一緒に働く一緒に働く
元気な仲間を元気な仲間を
募集します!募集します!

担当/坂井

高収入

正社員 月21〜39万円
パート 時給930円〜

恵庭 正 パ 介護職員

子ども達が子ども達が元気元気にに楽しく楽しく遊べるお手伝いをするお仕事です。遊べるお手伝いをするお仕事です。

22つのつのオシゴトオシゴトで、で、スタッフ追加募集！スタッフ追加募集！

株式会社アメック
恵庭営業所

〒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

■トータルビルメンテナンス運営管理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7h）
勤　務▶�土日祝を含む週３〜5日（シフト制）
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

❷えにわファミリーガーデン「りりあ」
座ってできる仕事が中心♪

フルタイムパート
勤務先▶�花の拠点�はなふる�センターハウス�

（恵庭市南島松828番地）
仕　事▶�受付業務全般
資　格▶��基本的なPC操作が可能な方
給　与▶時給900円
時　間▶9:00〜17:00（実働7h）
勤　務▶�土日祝を含む週３〜5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

総合案内
受付スタッフ

❶はなふる センターハウス

男女ともに男女ともに
活躍活躍できます♪できます♪

恵庭 パ 受付スタッフ、施設運営スタッフ

勤務先▶�トヨタカローラ札幌㈱総合物流センター
仕　事▶�新車・中古車の洗浄ラインでの車内清掃。掃除機�

がけや、シートの拭き掃除など、簡単な作業です。
休　日▶�日曜・祝日、他シフト制�

（月7〜10日）�
★�GW・お盆・年︎末年︎始の長期連休有�
（年︎間所定休日108日）

時　間▶�9:00〜17:00
給　与▶�時給920円〜 

（月22日勤務の場合、月収141,680円以上可能）
資　格▶�要普通自動車運転免許（運転経験1年︎以上）
待　遇▶�交通費当社規定支給、社会保険完備、作業服貸与、

有給休暇有、能力に応じて昇給有、車通勤可

恵庭市北柏木町3丁目73

まずはお気軽にお電話ください。面接日時をお知らせします。
写真付履歴書をお持ちください。

担当/�三浦・傳法(デンポウ)
☎0123-47-8000

トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター

トヨタカローラ札幌

担当/酒井
☎0123-33-9660

新車 中古車

安心・安定企業で長くお勤めいただけます。
簡単作業! 連休有!未経験者歓迎!

女性女性もも多数多数
活躍中！活躍中！

恵庭 契 洗浄ライン作業

仕　事▶�厨房での調理補助�他
資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶�時給890円
時　間▶�18:00〜22:00
勤　務▶�週3〜4日
休　日▶�日曜・祝日、第5土曜、�

夏休み（お盆前後1週間）、�
年︎末年︎始(12/30〜1/3)

待　遇▶�交通費全額支給、扶養内勤務可、�
ミニボーナス有、有給休暇（入社半年︎後に付与）

短時間のお仕事です！!

㈱共立メンテナンス ドーミー千歳
〒066-0035�千歳市高台2丁目5-10

担当/市村☎22-5600 【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。

千歳 パ 調理

初めての方
料理好きな方 

歓迎★

その他 正 パ 調理師パ 調理補助

まずは電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
※面接は現地で行います。

担当/手塚
受付時間/9:00〜17:30

仕　事▶�福祉施設での食事提供に伴う盛り付け、�
食器洗浄、切込み等

資　格▶未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶時給900〜1,000円
時　間▶�5:00〜18:30（実働4〜8h）�

※シフト制
休　日▶月8〜12日
待　遇▶�各社保完備、有給休暇制度、�

交通費規定支給、車通勤可、食事補助、制服貸与

《調理師共通項目》
仕　事▶福祉施設での食事提供に伴う厨房業務全般
資　格▶未経験者歓迎、経験者優遇　　　休　日▶月8日
待　遇▶�各社保完備、昇給年︎1回有（事業実績による）、�

有給休暇制度、交通費規定支給、車通勤可、�
食事補助、制服貸与

札幌市白石区菊水元町
2条2丁目4-20

◆調理師（正・パ）　　勇払郡安平町追分青葉1丁目102

給　与▶�月給200,000〜280,000円 
※試用期間3ヶ月/時給1,000〜1,300円

時　間▶�①5:00〜14:00（実働8h）�
②10:00〜19:00（実働8h）�※①②のシフト制

◆調理師（正社員）　　　北広島市輪厚704番地16

◆調理補助（パート）　　　　北広島市西の里507

☎011-873-8100
0120-970-088

㈱エム・エム・ピー
㈱生和
http://www.m-m-p.jp/

給　与▶ 正/月給250,000円   
※試用期間3ヶ月/時給1,000〜1,300円 
パ/時給1,200円

時　間▶�①5:00〜14:00（実働8h）�
②9:30〜18:30（実働8h）��
※①②のシフト制、応相談


