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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▶�ホール業務、簡単な厨房業務、宅配業務
資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許（AT限定可）
給　与▶時給900円～　※昇給有
時　間▶��15:00～22:00　※応相談
勤　務▶�シフト制　※火曜日定休日
待　遇▶�雇用・労災保険、車通勤可、制服貸与、まかない有

恵庭市漁町
179番地

まずはお電話のうえ、履歴書（写真不要）持参。

☎0123-34-8422
焼鳥ダイニング BONZO

業務拡大に向け

★将来独立したい!
★新しいことにチャレンジしたい!

意欲のある方大歓迎!

スタッフ増員募集!

担当/脇田繋がらない場合/

恵庭 ア パ ホールスタッフ

090-8900-0296

〒066-0063 
千歳市幸町6丁目14-9 リーガルオフィスビル2F

写真付履歴書をご郵送ください。
書類選考の上、ご連絡させていただきます。

【担当/佐藤】☎0123-23-0374お問合せ

司法書士 佐藤事務所

仕　事▶�経理業務等、書類作成補助業務等
期　間▶�2022年2月～1年間位�

（産休に伴う募集のため）�※要相談
資　格▶�PC操作（Excel・Word）できる方、要普通免許
給　与▶時給1,000円
時　間▶�8:30～17:30�※要相談
休　日▶土日祝、年末年始等
待　遇▶車通勤可、雇用保険

千歳 パ 事務職
勤務時間 

ご相談ください事務員募
集

年齢・性別不問!年齢・性別不問!
学生寮での調理業務

まずはお電話ください。

ジケイ・スペース株式会社
☎0123-36-2271

〒061-1373�恵庭市恵み野西2-2-11

恵庭 パ 調理

勤務先▶�恵庭ハイム/恵庭市恵み野西6-17-5
給　与▶�時給920円～
時　間▶�①6:30～9:30�②16:00～19:00�

③16:00～20:30
休　日▶�日曜・祝日、他シフトによる�※春・夏・冬休み有
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、有給休暇有

歯科衛生士《正社員》
資　格▶�専門学校卒以上、�

ブランクがある方も大歓迎
給　与▶�月給220,000円～  

※試用期間3ヶ月有/時給970円 
※暖房手当等別途支給

資　格▶�未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶�月給170,000円 

※試用期間3ヶ月有/時給890円 
※暖房手当等別途支給

〒061-1376�恵庭市恵み野里美2丁目15

☎0123-29-4618
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

http://www.megumino-fdc.com

歯科助手《正社員》

時　間▶�月・火/9:30～20:30�※実働9h�
水/9:30～20:30�
金/9:30～18:30�
土/9:30～13:00�
日/9:30～17:00

休　日▶�週2日午前、木曜、第2・4土曜、祝日、�
お盆、年末年始

待　遇▶�社保完備、昇給年1回、賞与年2回、�
交通費全額支給、制服貸与、車通勤可、�
試用期間3ヶ月有

共
通
項
目

恵庭 正 歯科衛生士、歯科助手

向陽台店

スタッフスタッフ各1名各1名募集!!募集!!

時　間▶�①8:00～12:00�②12:00～16:00�
※①②シフト制�※要相談

農産パート

時　間▶�①8:00～12:00�②12:00～16:00�
※①②シフト制

デリカパート

時　間▶�①9:00～13:00�②12:00～16:00�
※①②シフト制�※要相談

レジパート

時　間▶�17:00～21:00�※要相談
給　与▶時給889円～
勤　務▶週3～5日
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、有給休暇

レジ兼品出し　★学生さん大歓迎アルバイト

《パート共通項目》
給　与▶�時給914円 ※試採用期間3ヶ月/時給889円～ 

★日曜・祝日は時給+30円
勤　務▶週5日�
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、有給休暇、共済会

向陽台店千歳市白樺2-3

☎28-3511☎28-3511応募 担当/安田

千歳 ア レジ兼品出しパ デリカ、農産、レジ

【HP】http://tamatsukuri.co.jp/

溶接加工・生産技術職溶接加工・生産技術職 未経験者歓迎‼︎

仕　事▶�大手鉄鋼メーカーの鋼板を、レーザー・プラズマ・�
アセチレン・プロパン・電力を使用し、溶断機で溶断。�
建物の梁・柱材を生産、日産100トン出荷。

資　格▶�未経験者歓迎、来春卒業見込みの高校生も応募可、�
18～30歳まで（若年層のキャリア形成を図る募集の為）

給　与▶�例:高校新卒/月給167,660円 
※試用期間3ヶ月/日給8,383円

休　日▶土日祝、お盆、年末年始、誕生日休暇有　※年間125日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給（上限3万円迄）、車通勤可、制服
　　　���貸与、昇給年1回、賞与年2回、有給休暇、育児休業実績有
勤務先▶恵庭工場/恵庭市柏陽町3丁目215番地� 札幌市豊平区福住2条1丁目4番1号

まずはお気軽にお電話ください。�
その後、写真付き履歴書をご郵送ください。

☎011-851-9285

玉造株式会社
受付/8:30～17:30　担当/畑中

★お休み充実　年間休日125日

★新卒者、来春卒業見込みの学生さん
　の応募も歓迎します‼︎

手に職をつけよう♪  男女ともに活躍できます! 55名名 募 集 
恵庭 正 溶接、加工

道内最大のネットワーク 北交ハイヤー
千歳 正 嘱 タクシードライバー

タ
ク
シ
ー

ド
ラ
イ
バ
ー

に
な
ろ
う
!!

千歳市信濃1丁目8番14号千歳北交ハイヤー㈱ ☎23-4145応募 ［担当］渡辺・松口

資　格▶�要普免（運転経験3年以上）�★AT限定可
時　間▶�［朝］①5:00～14:30�②7:30～17:00�

［夕・夜］①17:00～翌2:30��
　　　�②20:00～翌5:30�
※［朝］［夕・夜］選択制��
※いずれも実働6.5h、休憩3h�
※昼勤、夜勤、隔日勤（応相談）

勤　務▶�4出勤後→公休→4勤務→公休→3勤務→公休
の繰り返し

入社支度金制度

賃金保証制度
10~30

月25 支給!
利用可!

※規定有6ヶ月間
給　与▶�歩合制�

例： 正社員/月182,962円 
（昼勤、25日出勤の場合） 
嘱託/月172,200円 

（昼勤、25日出勤の場合）
待　遇▶�各社保完備、制服貸与、燃料�

手当、無事故手当、有給休暇、慶弔休暇、�
育児・介護休暇、二種免許取得養成制度有

未経験者未経験者
OK!!OK!!  

万
円

万
円

異業種からの
転職も歓迎!!

二種免許取得
養成制度有！

まずはお気軽にお電話ください。
担当/佐藤

☎0123-21-2111〒066-0005　千歳市協和1392番地
新千歳カントリークラブ
全国146コースを運営するPGMグループです。

施設管理ポーターコース管理

《共通項目》
期　間▶�2022年4月1日～11月下旬
資　格▶18歳以上、車通勤できる方
休　日▶�［フルタイム］月6～7日�

［パート］月12～14日�
�［アルバイト］月13～15日

待　遇▶�社保完備（フルタイムのみ）、�
交通費規定支給、有給休暇制度、
社員食堂有、PGMグループゴル
フプレー優待制度

仕　事▶クラブハウス内外や浴室の清掃他
給　与▶�時給900円
時　間▶�①7:30～16:30�（休憩1h）�

②9:00～18:00�（休憩1h）

◆施設管理（アルバイト）

仕　事▶ゴルフバッグの積込み・積降ろし
給　与▶�時給890円
時　間▶�①6:00～15:00�（休憩1h）�

②10:00～19:00�（休憩1h）

◆ポーター（フルタイム・パート）

仕　事▶コース内の整備作業
給　与▶�時給950～1,000円 ※経験者優遇
時　間▶�平日/6:00～15:30�（休憩1.5h）�

土日祝/5:30～15:00�（休憩1.5h）

◆コース管理（フルタイム）
勤務時間は季節により

変動があります。
詳細は面接の際に
お尋ねください。

2022年2022年度度

ゴルフ場スタッフ募集ゴルフ場スタッフ募集

千歳 パ コース管理、ポーターア 施設管理

事業許可番号/労働者派遣事業�派�13-010538�
有料職業紹介13-ユ-010554

千歳市幸町6丁目18-3 千歳駅前ビル2F
ランスタッド株式会社 千歳支店

（受付時間/9:00～18:00）℡050-1744-6601

【契約社員】食器の洗浄
仕　事▶�プラスチックカップやスプーン・

フォーク類を洗浄機で洗い、拭いた
ものをそれぞれ片付けます。

時　間▶�①8:00～17:00�
②9:00～18:00�
（実働8h、休憩60分）�
※�①②いずれか時間固定の勤務。�
ご希望をお伝えください。

給　与▶�時給1,000円 
（ 月収例：16万円以上可  

※月20日勤務の場合）
期　間▶�12月上旬頃～長期（3ヶ月以上）�

※入社日はご相談ください。
休　日▶�シフト制による週休2日��

※休み希望制度有！
待　遇▶�各種社会保険完備、�

交通費規定支給、残業手当、�
無料駐車場完備、千歳市内�
無料送迎有　※詳細は面談にて

勤務先▶�新千歳空港

【契約社員】食器の洗浄 千歳市

時給▶
時間▶ ①8:00～17:00 ②9:00～18:00 

（実働8h、休憩60分 ※①②いずれか固定勤務）
休日▶ シフト制による週休2日

1,000円

★20～60代の幅広い年齢層が活躍中! 
　洗って･拭いて･片付ける。 
　難しい仕事はありません。

年内にオシゴト決めちゃおう! 
残り枠わずか！若干名募集

千歳 契 食器の洗浄

時　間▶�8:00～21:00の間で4h～�
※冬季営業時間変更有

給　与▶ 時給890円～

資　格▶�要普通自動車許、未経験者歓迎、�
英会話できる方大歓迎�
※70歳定年雇用止め

勤　務▶週2日～
待　遇▶交通費全額支給、社保完備

【受付/9～18時】【受付/9～18時】
担当/岩田・宮野担当/岩田・宮野☎☎27-412327-4123応 募

千歳市柏台南2丁目2番5新千歳空港店

※勤務時間・勤務日数ご相談ください。※勤務時間・勤務日数ご相談ください。
新千歳空港店カウンターでの受付業務

交通費全額支給!!交通費全額支給!!
短期・長期どちらでも選択可能!!短期・長期どちらでも選択可能!!

未経験未経験
者歓迎者歓迎

千歳 パ 受付業務、清掃、構内移動

★ハウスクリーニングの請負スタッフも同時募集

勤務先▶①千歳市、恵庭市　②留寿都村
期　間▶①長期　②翌3月末まで（現場が変わっての延長有）
仕　事▶�①清掃・設備作業員（ハウスクリーニング、設備

施工一式作業）�
②豚舎建設作業員※社用車で現地へ行き、週1日
帰宅可能。宿泊費・朝夕食代当社負担

資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許（②は大型免許等、建
設系免許保持者優遇）

給　与▶�①時給950円～　 
②日給8,000～12,000円

時　間▶�①9:00～18:00の間で応相談�
②8:00～17:00

休　日▶①日曜日、当社指定日　②日曜日
待　遇▶雇用・労災保険、交通費規定支給

千歳市根志越
68番4号

まずはお気軽にお電話ください。

合同会社シンセリティワーク
080-3262-7692 担当/畠山

未経験者未経験者
歓迎!歓迎!

千歳・恵庭・他 ア 清掃、作業員

  ◆勤務先

北広島市北進町1丁目2-2�北広島ターミナルビル4F

【受付/8:40～17:20】
担当/山川

まずはお気軽にお電話ください。HPからの応募も可。

☎011-372-0073
株式会社 北海道中央牧場

(株)北海道中央牧場千歳農場
勇払郡安平町早来富岡160番地

hokkaido-chuobokujo.com�

◆豚の生産農場での補助作業（パート）

◆豚の生産農場での管理業務（正社員）

資　格▶大型特殊免許を持っている方
給　与▶�時給889円～
時　間▶�8:00～17:00(実働7時間40分）�

※勤務時間応相談
休　日▶�シフト制、年間102日
待　遇▶�交通費支給（上限有）、各社保完備、�

制服貸与

資　格▶普通免許を持っている方、高卒以上
給　与▶�月165,000～250,000円
時　間▶�8:00～17:00(実働7時間40分）
休　日▶�シフト制、年間102日
待　遇▶�交通費支給（上限有）、各社保完備、�

昇給（年1回）、賞与有（年2回）、制服貸与

安心･安全は夢の大地から安心･安全は夢の大地から
　北海道をめしあがれ♪　北海道をめしあがれ♪

安平 正 パ 畜産業務


