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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
道と川の駅「花ロードえにわ」敷地内
恵庭市南島松817-18 ☎36-2700

毎週木曜日は加工品Day！【営業時間】9:00～17:00

丁寧に教えますので、ご安心ください♪
★難しい作業はありません！

〒066-0051　千歳市泉沢1007-53

仕　事▶�醤油の充填と充填機の運転作業及び�
充填容器の機械洗浄作業や、�
フォークリフト操作による資材・商品等の移動作業。

資　格▶�フォークリフト運転技能者必須、�
マイカー通勤可能な方

給　与▶時給1,000円（試用期間6ヶ月/時給950円）
時　間▶8:00～17:00
休　日▶日・祝日、他（月1回程度の土曜出勤有）�※週5日勤務
待　遇▶社会保険完備、交通費規定支給、制服貸与

北海道キッコーマン㈱

受付/8～17時
担当/小川

電話連絡の上、写真付履歴書を郵送もしくはお持ちください。

☎28-3888

千歳 パ しょうゆ製造作業員
[正・パ]歯科衛生士
給　与▶�[正]月給220,000円〜  

[パ] 時給1,100円〜 ※試用期間有/時給970円
[正・パ]歯科助手
給　与▶�[正]月給170,000円〜 

[パ] 時給950円〜 ※試用期間有/時給890円

千歳市千代田町7丁目1789
千歳ステーションプラザ5F

採用係☎26-4182応募

事前見学OK事前見学OK

時　間▶�[正社員]�月・火・木/8:30～20:00（休憩90分）�
金/8:30～18:30（休憩90分）�
土・日/8:30～13:00

　　　　　　　���平日（週2日）/14:30～20:00�
金（隔週）/8:30～16:00��
※パートは上記時間内で応相談

勤　務▶�シフト制
休　日▶水曜日、第2・4土曜日、祝日、年末、お盆
待　遇▶�交通費全額支給、制服貸与、昇給有、�

正社員のみ各社保完備・賞与有、他委細面談にて

共
通
項
目

千歳 正 パ 歯科衛生士、歯科助手

仕　事▶�20食程度の食事作り・後片付け�
★決まったメニューに沿って作るだけ！�
　材料等も準備済み！�効率よく作業できます。

資　格▶�不問
時　間▶�平日/15:00～19:00�

土日祝/10:00～13:00（昼食作り）
給　与▶�時給900〜1,000円 ※経験考慮します。
勤　務▶�週3日以上�※平日のみも応相談
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、処遇改善加算支給（年2回）
勤務先▶�グループホーム青葉の郷（千歳市蘭越10-37）

〒066-0068�千歳市蘭越10-37社会福祉法人 晃裕会
☎23-7772☎23-7772 【受付/9～17時（月～金）】

担当/森本

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
※面接後、相談の上勤務開始日を決定致します。

調理員調理員募募
集集パート 家庭での調理経験家庭での調理経験がが

あればOK!!あればOK!!

事前の施設見学OK!

千歳 パ 調理員

給　与▶時給890円
待　遇▶交通費規定支給、車通勤不可

新千歳空港
共通項目

■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☎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）

仕　事▶院内の清掃　　　
給　与▶時給890円
時　間▶�6:00～10:00（実働4h）　※月～金
勤　務▶�週2日～（シフト制）　※応相談

◆千歳市北光2丁目

清掃清掃
募募
集集スタッフスタッフ

時　間▶�①8:30～17:30（実働7h）�
�②9:30～14:30（実働4.5h）

勤　務▶�①月15日程度�
②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 ア パ 清掃

期　間▶即日～通年
仕　事▶�従業員送迎ドライバー
資　格▶�中型一種免許をお持ちの方
給　与▶時給1,060円

時　間▶�7:00～20:30(実働5.5h)�
※休憩時間は勤務時間によって変動有

勤　務▶�週2、3日
待　遇▶�労災保険、雇用保険、交通費規定支給
勤務先▶（株）ケイシイシイ第2工場

千歳市泉沢1007番地111（株）ケイシイシイ

ドライバードライバー
送迎バス送迎バス

★�千歳駅から会社までの送迎なので、�
ルートを覚えやすい♪
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。

☎0123-28-3155
受付/9～17時（平日のみ）　担当/宮川

★資格を生かせる!!�★待遇充実♪

千歳 ア 送迎バスドライバー

電通ワークス

応募フォームはこちらから

☎ 03-5551-8120☎ 03-5551-8120

二次元コードよりご応募ください。

郵送も可

お問合せ先

〒104-8106  
東京都中央区銀座2-16-7 恒産第3ビル 
株式会社 電通ワークス内 

「北海道工場 案内スタッフ」募集事務局宛

※読み取れない場合は下記にお電話ください。

株式
会社

給　与▶�月給19万円（ツアー手当含む） 
※ただし研修期間中はツアー手当の 
　支給無し

時　間▶�9:30～17:30(休憩1h)
休　日▶完全週休2日制、休館日（原則月・火曜）
入社日▶�2022年1月より�※開始日応相談�

（1年以内契約、以降1年更新、最長5年）�
雇用形態：電通ワークス有期契約社員

待　遇▶�社会保険完備、交通費規定支給、�
制服貸与、有給休暇付与、残業手当、�
語学手当、車通勤OK

勤務先▶�サッポロビール北海道工場�
（恵庭市戸磯542-1）

https://www.dentsu-works.co.jp

スタッフ募集!

パート・アルバイト
同時募集中
お気軽にお問合せください♪

工場
案内
ビール工場にてビールの原料からこだわりの 
製法まで、ビールの魅力をツアー形式でご案内｡ 
その他、ビールサーブ、受付など「人と接する
お仕事」がしたい方におすすめ！研修がある
ので未経験の方でも安心です!

★新型コロナウイルス感染症対策は万全です‼︎ 
安心して勤務できます。

■2022年1月より、「株式会社 電通コーポレートワン」に社名変更いたします。

恵庭 契 ビール工場見学案内

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20�第12ふじやビル4F

☎22-5280 採用係

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

仕　事▶�ボイラー運転管理、小修繕、日常清掃、
ワックスがけ、除草・除雪等

資　格▶�危険物乙種4類以上
給　与▶�時給900円
時　間▶�7:30～16:00
休　日▶�土日祝、年末年始　�

※学校行事等で出勤した場合、振替休日有
待　遇▶�各社保完備、制服貸与、�

交通費規定支給
勤務先▶向陽台小学校、泉沢小学校

用務員
資格を生かせる♪

募
集

★お休み充実!!

千歳 パ 学校用務員

資　格▶�経験不問、車通勤できる方、高卒以上、�
40歳以下(キャリア形成を図る募集の為)

給　与▶�月給260,000円〜　 
※試用期間6ヵ月(短縮有)/日給9,000円

◆食肉の整形(豚肉の脂肪を取り除く）、 
　包装(肉の袋詰め、コンベアーにのせる）等、 
　商品の流れを管理
資　格▶�経験不問、車通勤できる方、高卒以上、�

50歳以下(キャリア形成を図る募集の為)
給　与▶�月給220,000円〜　 

※試用期間6ヵ月(短縮有)/日給9,000円

◆食肉の脱骨 
　(流れ作業の為、一人の作業量は少なめです。）

札幌市東区北47条
東17丁目1-32-701�㈲道央興産

☎011-786-0344
090-9435-2663

まずはお電話ください。面接は勤務先にて行います。

受付/8～16時
担当/すぎぶち

月収例（食肉の整形等）

千歳からの通勤で
扶養家族2名、
残業月5hの場合

26万円
以上可能！

月収例（食肉の脱骨）

千歳からの通勤で
扶養家族2名、
残業月5hの場合

30万円
以上可能！

食肉食肉
加工加工
スタッフ募集！スタッフ募集！

1日体験
OK!

単純作業！ 
モクモク・コツコツ 

活躍できます♪

★食肉加工スタッフ/パートも同時募集
時　間▶�9:30～14:30の間で応相談�

6:40～16:00の間で2h～OK！
給　与▶ 時給1,100円 

※スタートからラストまで勤務してくれる方は、時給1,200円

包装・真空・箱詰め 
などの単純作業

時　間▶�平日/6:40～16:00（休憩80分）�
土曜/6:40～12:40（休憩60分）�
※残業月平均5h程度��
※3ヶ月単位の変形労働時間制

休　日▶�週休2日制�
（日曜・祝日定休、他会社カレンダーによる）

待　遇▶�各社保完備、交通費実費支給（上限28,000円)、�
昇給有、賞与年2回、制服貸与、車通勤可（無料�
駐車場有）、有給休暇、社員食堂有、福利厚生、他

勤務先▶�㈱北海道畜産公社�早来工場内�
（勇払郡安平町遠浅695番地）�
★千歳からは車で20分程度、苫小牧からは�
　30分程度と通いやすいです。

共
通
項
目

事前に事前に
職場見学 職場見学 
可能！可能！

安平 正 食肉加工

仕　事▶�廃棄物･資源物の回収等�
（塵芥収集車･4tトラック運転手、他）

資　格▶�普通自動車免許、中型・大型自動車免許あれば尚可
時　間▶�7:30～16:30(実働5～8h程度)
勤　務▶シフト制
給　与▶�月155,000〜174,000円  

※取得している免許による
待　遇▶�各社保完備（勤務状況による）、交通費規定支給、�

暖房手当（9月～翌3月）、年末手当、免許取得制度有
勤務先▶�千歳市内

〒066-0067　千歳市桂木3丁目9-26

担当/髙橋☎0123-27-7244
有限会社 協成ワーク

退職金制度、傷害保険、生命保険等
福利厚生充実!!

応募

千歳 正 廃棄物・資源物回収等

異業種からの異業種からの
転職も歓迎!転職も歓迎!

安心して安心して
働けます♪働けます♪

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!!

未経験者未経験者
歓迎‼︎歓迎‼︎

千歳 パ 受付業務、清掃、構内移動

〒053-0055
苫小牧市新明町4丁目1-5ノーストランス㈱苫小牧営業所

仕　事▶�構内の除雪作業等��
※通年雇用も応相談

期　間▶�12月中旬～翌3月頃��
※雪の状況による

資　格▶大型特殊及び作業免許
時　間▶降雪状況による
休　日▶�シフト制
給　与▶�日給10,000円
待　遇▶�交通費規定支給

まずはお気軽にお電話ください。
受付/9～18時
担当/水野☎080-6061-8482

通年雇用も
応相談

除 雪ショベルローダー除 雪ショベルローダー

千歳市泉沢1007 TAA構内千歳市泉沢1007 TAA構内
トヨタオークション会場構トヨタオークション会場構内内

勤務先

千歳 ア パ 除雪オペレーター

オペレーターオペレーター募募
集集

1,0001,000円円時
給

入社日▶2022年1月～
勤務先▶�国内線ターミナルビル2F�

（千歳市美々987-22）
仕　事▶カウンター内でのデザートの調理・販売�
資　格▶�経験者優遇、未経験者可、フリーター歓迎
給　与▶時給1,000円〜
時　間▶��7:30～20:30の間で実働4～8h��

※シフト制
勤　務▶�週2～5日�

※日数は相談に応じます。
待　遇▶�各種社保完備（雇用・労災・健康・厚生�

年金等�※勤務時間・日数による）、�
交通費全額支給、制服貸与

☎011-350-7400
まずはお気軽にお電話ください。

カウンターカウンター
スタッフスタッフ

デザートカフェのデザートカフェの

人気デザートのお店で人気デザートのお店で
働きませんか？働きませんか？

札幌市中央区北4条西1丁目�北農ビル11階

(採用担当者)

よつ葉ホワイトコージ
■�デザートカフェ運営

新千歳空港店
株式会社

よつ葉製品を使いよつ葉製品を使い
北海道の「美味しい」北海道の「美味しい」がが
詰まったメニューを詰まったメニューを

提供します。提供します。

経験者経験者
優遇優遇

平日/9～17時

千歳 ア デザートカフェカウンタースタッフ
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