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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】

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

仕　事▶ 簡単な調理・接客
資　格▶年齢･性別不問
給　与▶時給900～950円
時　間▶  5:00～8:30、 

7:30～13:00、 
12:30～18:00

勤　務▶ 週3日～OK ※シフト制
待　遇▶ 交通費規定支給、エプロン貸与
勤務先▶道と川の駅　花ロードえにわ内

恵庭市黄金中央
1-4-1

090-9432-2763
恵庭おむすびゑびす

道と川の駅 花ロードえにわ内に

OPENします！
2022年

2月
NEW 
スタッフ 
募集

恵庭 ア パ 店内業務

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
※12/31～1/3までお休みです

☎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
転職も歓迎!

安心して
働けます♪

千歳市長都1011-1プロスペック合同会社

仕　事▶ 光回線工事、エアコン設置、防犯カメラ設置等
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇、要普免
給　与▶ 月給180,000～300,000円 

※試用期間有/日給8,000円
時　間▶ 7:00～17:00（実働8h） ※変動有
休　日▶ 土、日のいずれか、他シフトによる 

GW、お盆、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、賞与年1回、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ 千歳市近郊・札幌市近郊の各現場 ※道外出張も有

つながらない場合は

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-29-6780
☎070-5609-6439

担当/関根

やる気のある方歓迎します‼
ゆくゆくは独立希望の

※12/28～1/5はお休みです。

作業員募集
千歳・その他 正 作業員

仕　事▶ 電話・来客対応、備品管理等、 
事務所内及び寮の簡単な清掃

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給900円
時　間▶9:00～15:00
勤　務▶月～金
休　日▶土日祝、GW、お盆、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

車通勤可、無料P有、制服貸与

千歳市清流2丁目2番6号
八千代工業株式会社 千歳事業所

事務スタッフ募集

★12月29日～1月3日はお休みです。

未経験者 
  歓迎♪

千歳 パ 事務、清掃

まずはお気軽に
お電話ください。

☎0123-25-3605
090-5983-0697（赤澤）

清掃兼受付
スタッフ募集‼

急募

(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。

給　与▶ 時給889円　 
※ 月収例/889円×7h×12日 
＝74,676円

時　間▶ 8:45～17:15　※実働7h
勤　務▶ 月12日（シフト制） 

※友引、元日はお休み
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、 

車通勤可（車通勤の方が通いやすい 
場所にあります。）

勤務先▶千歳市葬斎場/千歳市根志越1365

 主に施設の日常清掃、他、ペットの 
火葬受付やご遺族様への案内業務

千歳 パ 清掃、受付

まずはお気軽にお電話ください。
写真付履歴書を下記住所にご郵送ください。

面接は勤務先で行います。

受付/9～17時　担当/中井宛

☎0126-23-3340

仕　事▶ 燃料取引客へのガス検針、集金業務やス
トーブ・ガスコンロ・家電製品等、生活必需
品の提案、納品（取付）業務

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許
給　与▶ 月給180,000～270,000円 

※試用期間3～6ヶ月/日給8,500～12,000円
時　間▶9:00～18:00　※時間外労働/月平均5h
休　日▶ 日・祝（他当社カレンダーによる）、お盆、 

年末年始、※年間休日105日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

家族手当、住宅手当、資格手当、 
燃料手当（10～3月）

勤務先▶ 末広営業所（恵庭市戸磯345-4） 
千歳営業所（千歳市新富3丁目11-27） 
札南営業所（北広島市大曲柏葉5丁目2-3）

〒068-0008 岩見沢市8条東1丁目3番地

北燃商事株式会社
【HP】https://www.hokunen.jp/

正
社
員 顧客管理スタッフ

募集!!

異業職からの転職も歓迎！
未経験からスタートした先輩社員も活躍中！

入社後は先輩社員が同行！ 未経験の方も安心！

お客様からの
「ありがとう」が
やりがいに♪

千歳・恵庭・他 正 顧客管理スタッフ

★千歳・恵庭から車で20～30分程度、静かな道で快適通勤♪

食品製造補助作業員《契約社員》
仕　事▶ 原材料の前処理、製造機械・器具の洗浄、 

包装作業等。
資　格▶ 未経験者歓迎、車通勤できる方
給　与▶ 時給1,050円～　※試用期間3ヶ月
時　間▶ 9:00～17:30　※実働7.5h 

※業務により遅番の場合有
休　日▶ 土日祝、他会社カレンダーによる
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

無料駐車場有、作業服貸与、有給休暇

まずはお電話ください。 12/25～1/4はお休みです。

☎0145-22-3452 担当/佐々木

勇払郡安平町早来富岡254-6 
東海物産㈱北海道工場
■調味料探究会社

安平 契 製造補助作業

長期でしっかり
　　稼げる!

職場見学OKです! 製造
補助
作業員募集!

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-84-2120
受付/9:00～17:00担当/佐藤

道の駅 マオイの丘公園

その他 パ 清掃、施設管理

仕　事▶ 清掃・施設管理のお仕事。 
清掃はトイレ・ごみ回収・掃除機等。 
施設管理は除雪・落ち葉掃き・除草作業等。

資　格▶学歴不問、未経験者歓迎、経験者歓迎
給　与▶時給895円
時　間▶ ①7:30～16:30（実働7.5h・休憩1.5h） 

②7:30～15:00（実働6.25h・休憩1.25h） 
※シフト制　※時期により30分程度の変動有

勤　務▶ 週3～4日 
※希望のお休み相談OK、事前にご相談ください。

待　遇▶ 雇用保険、労災保険、制服貸与（エプロン）、 
交通費規定支給（上限/月1万）、車・バイク通勤可能

株式会社 キャメルマオイ 夕張郡長沼町東10線南7番地

◆主婦（夫）さん歓迎♪ ◆シニア歓迎♪
◆車・バイク通勤可能な方お待ちしております‼

清掃・施設管理 スタッフ
募集

急募‼

未経験者

歓迎

千代田サービス販売㈱
〒063-0062　札幌市西区西町南1丁目2-1担当/ナリー☎011-667-8191

まずはお気軽にお問い合わせください。

仕　事▶ 自動車工場での取り付け作業
資　格▶ 未経験者歓迎、要普免
給　与▶ ［正社員］月給180,000～215,400円 

［パート］時給900円～
時　間▶ 8:45～17:45（時間帯は応相談）
休　日▶ 日曜・祝日、他、会社カレンダーによる 

★年間休日108日
待　遇▶ 残業手当、制服貸与、車通勤可、社保完備、昇給・

賞与有（昨年度実績/3ヶ月分)、交通費実費支給
（上限月4万円迄）

勤務先▶ 大手カーディーラー受渡センター内 
①恵庭市北柏木町3丁目73 
②苫小牧市新開町2丁目7-1 
③苫小牧市新明町3丁目3-3

人気の

日勤

経験者

優遇
女性も
活躍中!

日曜・祝日はお休みです♬

自動車工場内作業スタッフ
正社員・パート

大手カーディーラーに常駐します。安定した仕事量で、安心してオシゴトできます！
恵庭・その他 正 パ 自動車工場内作業

☎0123-36-5181

恵庭市西島松570番地

島松病院医療法人盟侑会
https://www.shimamatuhp.jp

【正・準共通項目】 
待　遇▶ 残業手当、夜勤手当（介護スタッフ/1回5,100

円）（保育士/1回5,000円）
【全体共通項目】
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

食事補助有、試用期間3ヶ月、健康増進推進手当
（非喫煙者） 
介護スタッフのみ/院内保育所利用可能（24時間
託児有）、制服貸与

介護 保育士スタッフ募集!!・介護スタッフ/正職員・準職員
資　格▶介護福祉士資格（無資格者/準職員）
時　間▶ 日勤/9:00～17:00(休憩1h) 

夜勤/16:30～翌9:30(休憩3h) ※週35h
給　与▶ 月給135,000～230,000円
休　日▶ 週休2日 ※シフト制
待　遇▶ 処遇改善手当、特定処遇改善手当、 

職務手当、住宅・家族手当（正職員のみ）

保育士/準職員･パート
資　格▶保育士免許（無資格者も応相談)
時　間▶ 日勤/8:30～17:00(休憩1h) 

夜勤/16:00～翌9:30(休憩3h) ※週37.5h 
※パートは1日4～8h（応相談）

給　与▶ 準/月給155,000～161,000円　 
パ/有資格者/時給950円　 
　 無資格者/時給900円 ※いずれも深夜割増有

休　日▶ 週休2日 ※シフト制  
※パートは週1日からの勤務OK（応相談）

まずはお電話ください。
【介護スタッフ/中村】
【保育士/山下】 

恵庭 正 準 介護スタッフ準 パ 保育士

勇払郡安平町
早来富岡210-20

受付/平日9:00～17:30　　担当/笠井
★12/29～1/3はお休みです。

☎0145-26-2800
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

安平 ア パ 栽培

栽培スタッフ募集!
●未経験者、経験者
　ともに歓迎!
●お花が好きな方
　大歓迎!!

仕　事▶ ハウス内での鉢花の手入れ・給水・出荷準備等 
の作業

期　間▶通年雇用
資　格▶ 未経験者・経験者ともに歓迎、 

車通勤できる方（公共交通機関が少ない為）、 
土日祝日勤務可能の方

給　与▶ 時給900円
時　間▶8:00～17:00の間で実働7h（休憩1h）
休　日▶  月10日
待　遇▶  各社保完備、交通費規定支給、有給休暇、社員割引有

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

勤務日は相談の上決定。週休2日制も相談可！

タクシードライバー募集

担当/古瀬☎22-0866
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許
時　間▶ 日勤:例/5:00～16:00　 

★5～8時の間に出勤し、 
　帰庫は出庫から10時間半後 
夜勤:例/18:00～翌5:00 　 
★ 18～20時の間に出勤し、 
帰庫は出庫から10時間半後

勤　務▶4勤1休
給　与▶ 完全歩合制　 

※入社後1年間は給与保証有(当社規定による） 
　日勤/月210,000円～　夜勤/月250,000円～

待　遇▶  各社保完備、入社祝金制度（10万円/規定有）、 
制服貸与、退職金制度、車通勤可（駐車場完備）

千歳 嘱 タクシー乗務員

4勤1休！

さわやか無線センター

しっかり稼げる!

★二種免許取得養成制度有!
★異業種からの転職者も歓迎します!

国道36号線沿い、中央バス第3工場団地バス停前

千歳市上長都
1042

まずはお電話ください。面接日時をご案内致します。
面接には写真付履歴書をお持ちください。

受付/
9:30～16:00☎0123-22-1188

期　間▶1月中旬頃（相談可能）～長期
勤　務▶週5日
休　日▶ 土日祝、他　 

※祝日のある週は土曜勤務有 
※状況により、早出、残業、休日出勤有

待　遇▶ 各種社保完備、食事有（一部個人負担有）、 
交通費規定支給、車勤務可、作業服貸与 
（クリーニング代会社負担、作業服は毎日交換）

共
通
項
目

千歳 パ 製造オペレーター、機械メンテナンス、資材運搬

製造オペレーター

機械メンテナンス

資材運搬等

工場内作業
スタッフ募集!
高時給で
しっかり
稼げる!

未経験者
歓迎!

仕　事▶ スナック麺等の製造機械の清掃・切替・修理業務
時　間▶ 14:15～23:00　※実働8h
給　与▶ 時給1,025円　※深夜割増別途

機械メンテナンス

1名

仕　事▶ スナック麺の味付け液の製造作業・資材受入れ・清
掃、スナック麺をフライする機械の操作・油の温度
管理・清掃

時　間▶ 8:15～17:00 
※実働8h

給　与▶ 時給1,115円 

作業スタッフ・製造オペレーター

正社員
登用制度有 2名

仕　事▶ スナック麺等の製造に使用するスープ・カヤク等
の準備作業、資材・包装材の受入れ、在庫数量確認、
フォークリフトでの資材移動作業

資　格▶フォークリフト免許取得者優遇
時　間▶  8:15～17:00　※実働8h
給　与▶ 時給1,025円 

資材運搬等

1名


