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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】

期　間▶2/1～3/31　※一年毎の契約更新制
仕　事▶�新千歳空港国際線ビル官庁エリアの�

設備管理業務
資　格▶経験者優遇、ボイラー2級、危険物乙4
給　与▶時給890円～
時　間▶8:30～19:00　※実働9.5h
勤　務▶週3.5～4日　シフト制
待　遇▶各社保完備、交通費全額支給

新千歳空港の
設備管理員募集!

札幌市中央区北3条西2丁目2-1　NXビル5F

電話連絡後、面接日を決定します。面接は千歳市内で行います。

☎011-208-4527
共立管財株式会社

担当/福本

千歳 嘱 設備管理

仕　事▶�主に千歳及び近郊のルート配送
資　格▶未経験者歓迎、要普通免許(AT限定可)
時　間▶�4～10月/8:00～17:00�

11～3月/8:30～17:30
給　与▶月150,000円～+残業代
休　日▶�日・祝、他当社規定日、GW、お盆、�

年末年始　※パートは応相談
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

駐車場有、昇給年1回、賞与有（業績による）、�
正社員登用有

千歳市寿1丁目10-16

担当/滝沢

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-23-3744
有限会社 斉藤商事

★未経験者歓迎!

パートも
OK!! 

配送員募集!配送員募集!
千歳 契 配送

土日土日勤務できる方 勤務できる方 
歓迎歓迎

仕　事▶�出前、ホールスタッフ
資　格▶�未経験者歓迎、学生可（高校生不可）
時　間▶�①10:00～15:00�

②17:00～20:30�※応相談
給　与▶�平日/時給900円　　 

土日祝/時給1,000円
勤　務▶週3～4日
待　遇▶�食事付
応　募▶�電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

〒066-0025
千歳市梅ヶ丘1丁目9-8

担当 /店長☎24-1930
070-6601-3982

土日祝は時給1,000円
男女問わず募集! 2・3名募集!!

千歳 ア パ 出前、ホールスタッフ

平日平日のみでも のみでも 
OKOK

パート

★土日勤務大歓迎　★WワークOK!!★土日勤務大歓迎　★WワークOK!!

〒061-1411�恵庭市恵南4-1

フロントフロント スタッフスタッフ募集募集

［担当］
ミズタカ☎32-4171

�電話連絡の上、写真付き履歴
書をお持ちください。

仕　事▶フロント業務
給　与▶�時給900円～ ※学生は時給890円～ 

※22時以降深夜割増有
資　格▶�未経験歓迎、学生OK（高校可）
時　間▶�10:45～22:15の内の5.5h（シフト制）
勤　務▶�土・日を含む（どちらかでも可）週3日　※応相談
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、�

勤務後の入浴無料

恵庭 パ フロント

仕　事▶�厨房（惣菜・弁当調理補助）、清掃業務
資　格▶�未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶�時給889円
時　間▶�9:00～14:00、12:00～17:00�

※応相談
勤　務▶週3～5日
待　遇▶制服貸与、車通勤可（無料駐車場有）

えどやえどや 千歳市平和無番地
航空自衛隊千歳基地内

★本店、向陽台店も同時募集‼︎★本店、向陽台店も同時募集‼︎
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎42-9103

千歳基地内に新店OPEN千歳基地内に新店OPEN
急募!!急募!!NewスタッフNewスタッフ

千歳 ア パ 調理補助、清掃

資　格▶�普通自動車免許、介護福祉士又は介護職員初任者
研修修了（旧ヘルパー2級）以上

給　与▶�週5日勤務/時給1,260円～ 
週4日勤務/時給1,200円～ 
※いずれも処遇改善手当を含む 
★業績により年1回一時金を支給 ★昇給制度あり

時　間▶規定による
勤　務▶�週４～5日（応相談）�※シフト制
待　遇▶�介護福祉士手当、通勤・車両借上手当、�

社保加入可能（時間数による）�※希望者のみ

★有給を取得しやすい！
★未経験者でも安心!!同行いたします♪
ご自宅を訪問し､買い物･掃除･移動等を行うお仕事です。

〒061-1446　恵庭市末広町125番地1

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

ホームヘルパー募集!

時間相談
できます♪

担当/笹川まずはお電話ください。☎0123-33-1120

恵庭 パ 訪問介護員

働き方改革働き方改革 推進中!!
ブランク長い方や第二新卒さんも
大歓迎!!  見学可能ですので、
お気軽にご応募ください。
■歯科受付助手［正社員］
■歯科衛生士［正社員・パート］
給　与▶  歯科受付助手 ※未経験者歓迎 

［正社員］月給160,000～220,000円 
歯科衛生士 ※経験による 

［正社員］月給200,000～320,000円 
［パート］時給1,200～1,500円

時　間▶�［正社員］週40時間（変形労働時間制・シフト制）�
◇月・火・木・金・土曜/�
　9:00～12:30、14:30～19:00�
［パート］希望の勤務日数や時間帯を考慮します。

休　日▶�週2～3日（変形労働時間制・シフト制）�
�休診日…水・日曜・祝日（祝日のある週は水曜�
　　　　診療）

待　遇▶�昇給年1回、車通勤可、通勤手当、各保険完備、�
有給休暇完全消化、賞与年2回

�写真付履歴書をご郵送、
またはHPからお申し込みください。

ライオン歯科クリニック
■歯科・矯正歯科・小児歯科
〒061-1373　恵庭市恵み野西1丁目8-2�（JR恵み野駅徒歩1分）

採用係☎（0123）39-7111

★JR恵み野駅前で通勤便利★

恵庭 正 歯科受付助手正 パ 歯科衛生士

HPはこちら

丁寧に指導
いたします

老若男女老若男女問わず、問わず、
未経験未経験でも安心♪でも安心♪

㈱ヒューマンインプリンク 千歳支社
一般労働者派遣事業/派01-300271
有料職業紹介事業/01-ユ-300107 千歳市柏台南1丁目3-1

☎0123-25-☎0123-25-32213221

お問合わせ・ご応募は下記、電話・
HP・二次元コードから。

仕　事▶�卵の検品及びパック詰めや仕分け、�
発送補助

給　与▶時給1,100円+交通費規定支給
休　日▶�3勤1休シフト制　※応相談
時　間▶�9：00～18：15�

（実働8h/休憩1.25h）
待　遇▶�各社保完備、制服貸与、�

市内一部無料送迎有　※応相談
勤務先▶千歳市

http://www.imp-link.co.jp/

★他にも恵庭・千歳市内、日勤のお仕事あります♪
あなたのご希望をお聞かせください！

千歳 派 工場内作業

のお仕事。
もやしの栽培工場で働く準社員を募集します！

食品工場なので清掃業務は必須となり、かなりの時間をその業務に充ててます。

安定して長くお仕事したい方、安定して長くお仕事したい方、

恵庭工場恵庭工場
必必見!!見!!

スタッフスタッフ募集募集!!!!

お気軽にお電話ください。
《担当》
佐川☎0123-83-3200 http://www.hinatafoods.com��夕張郡由仁町古川73-1
ヒナタフーズ株式会社

恵庭 準 工場スタッフ

◆包装スタッフ
【検品・包装機械の調整他】商品の検品、コンテナ詰め
が中心の作業になります。
女性も元気に活躍中!! 幅広い年代の方が勤務しています。

◆栽培・ライン作業スタッフ
【もやしの栽培・収穫・出荷】専用の栽培設備に原料を
投入し、２４時間栽培システムで散水・温度管理して
育てます。実際に行う作業は、ライン装置へのもやし
投入、包装、出荷の作業になります。

資　格▶�要普免（通勤のため）　※近隣の場合は、徒歩可
休　日▶�月8日、シフト制（年間休日96日）
待　遇▶�各社保完備、交通費月2万円迄規定支給（12円/1km）、燃料手当有（1シーズン3～6万円��

※規定有）、残業手当別途支給（残業少なめです。）、制服貸与、社販有（もやし以外に由仁工場製造
の納豆も有）、60歳定年（65歳迄延長有）、休憩室有（電子レンジ・冷蔵庫・TVなど完備）、有給休暇

勤務先▶�恵庭工場（恵庭市北柏木町3丁目22-1）�★本社由仁工場（由仁町古川73-1）も可

共
通
項
目

時　間▶�5:30～15:00（休憩105分）�
7:00～16:00（休憩75分）

給　与▶�時給1,000円～　★賞与年2回有

時　間▶�7:00～16:00（休憩75分）�
※実働7時間45分

給　与▶�時給1,000円～　★賞与年2回有

現スタッフ、未経験からはじめた人が
ほとんどです!!

★�4店舗店とも�
　他部門も
　募集中です！

[応募］希望の店舗に電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。担当/店長 ㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32
●制服貸与 ●交通費規定支給 ●車通勤可

恵み野店 恵庭市恵み野西3丁目1

応募 ☎36-2980
給　与▶�［一般］時給930円　［学生］時給890円
時　間▶7:30～12:00
勤　務▶週4日

恵庭店 恵庭市本町210

☎33-1122応募
給　与▶�［一般］時給930円　［学生］時給890円
時　間▶8:30～14:00�
勤　務▶週4日

千歳・恵庭 ア パ 水産

Web応募
はコチラ

千歳市勇舞8丁目1-1長都店

千歳市日の出1丁目1-66千歳店
☎26-6660応募

時　間▶�17:00～21:00　※週2～3日勤務�
8:30～13:00　※週4日程度の勤務（通しも可）

時　間▶�7:00～10:00　※週4日の勤務�
13:00～17:00　※週4日の勤務�
8:00～17:00　※週4～5日の勤務

◆さかなやの寿司

給　与▶�［一般］時給936円　［学生］時給890円千歳店共通

☎23-7667応募

給　与▶�［一般］時給930円　［学生］時給890円
時　間▶�7:30～12:30、13:00～17:00

◆お寿司製造

勤務先▶JR新千歳空港駅、JR南千歳駅
仕　事▶�駅舎内全般の清掃�

（男女・バリアフリートイレ含む）、ゴミの収集・分別、他
時　間▶�①8:50～12:50（実働4h）�

②12:50～19:50（実働6h、休憩1h）�
③8:50～16:50（実働7h、休憩1h）�
※①～③シフト制

給　与▶�時給895円 ※試用期間3ヶ月有（同条件）
勤　務▶4週6休�※シフト制、応相談
待　遇▶�各社保完備、有給休暇、交通費規定支給、制服貸与
お電話の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。担当/安藤

北海道クリーン・システム㈱ 札幌鉄道支店 空港営業所
千歳市美々JR新千歳空港駅舎内■JR北海道グループ

☎0123-45-7160 080-2877-3015

駅舎清掃スタッフ駅舎清掃スタッフ
募集!募集!★女性活躍中!

千歳 パ 清掃

仕　事▶プラスチック製の箱の清掃
給　与▶�時給900円～ 

（月額75,000円程度）
時　間▶�①9:00～12:00(実働3h)�

②13:00～16:00(実働3h)　�
③9:00～16:00(実働6h)�
※①～③交替制

休　日▶�土・日、GW、お盆、年末年始
待　遇▶�雇保

◆デンソー北海道（千歳市泉沢）

給　与▶�時給900円～ 
（月額①～③79,000円程度、④160,000円程度)

時　間▶�①8:00～12:00（実働4h）�
②13:00～17:00（実働4h）�
③18:00～22:00（実働4h）�
④22:00～翌6:00（実働7h）

勤　務▶3勤1～2休（応相談）
待　遇▶�①～③雇保、④社保
※フルタイム勤務ご希望の方はご相談ください。

◆新千歳空港（千歳市美々）

■ビルメンテナンス�廃棄物収集運搬処理�ハウスクリーニング

〒066-0019　千歳市流通1丁目4-7

給　与▶�時給900円～（月額47,000円程度）
時　間▶�17:30～20:00（実働2.5h）�

※20:30までの場合有
休　日▶�土・日・祝、年末年始

◆恵庭市役所（恵庭市京町）

WワークWワーク
OK!!OK!!

給　与▶時給900円～（月額78,000円程度）
時　間▶�月・火・木・金・土�8:30～14:30（実働5.5h）�

水・日�8:30～16:00（実働7h）
勤　務▶1日毎の交代制
待　遇▶雇保

◆フルールハピネス恵庭（恵庭市和光町）

☎0123-24-7787
《担当》金子

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

千歳・恵庭 パ 清掃

給　与▶時給900円～（月額56,000円程度）
時　間▶�8:00～11:00（実働3h）
休　日▶�土・日・祝、年末年始

◆石狩東部広域水道企業団（恵庭市盤尻)

《共通項目》待　遇▶制服貸与、交通費規定支給

◆ヤマト運輸（千歳市泉沢）
給　与▶�時給900円～ 

（月額94,000円程度）
時　間▶�8:00～13:00（実働5h）
休　日▶�土・日・祝、年末年始
待　遇▶�雇保

◆千歳科学技術大学（千歳市美々）
給　与▶�時給900円～ 

（月額63,000円程度）
時　間▶�8:00～11:30（実働3.5h）
休　日▶�土・日・祝、夏季、年末年始

清掃スタッフ

★安定して長く働ける♪
★未経験者歓迎!
★WワークOK!

HPは
こちら!

千歳4ヶ所 恵庭3ヶ所 募
集

市内市内
送迎有送迎有

石田花園 恵庭市中央206
☎0123-33-2696

まずはお気軽にお電話ください。　担当/石田
【受付】月～土　
12:00～19:00

仕　事▶�花苗・野菜苗を黒ポットに植え込む作業�
※ハウスでの出荷作業

資　格▶車通勤可能な方、未経験者歓迎
期　間▶2月中旬〜6月下旬まで（延長の場合有）
給　与▶�時給890〜900円 

①8：00〜17：00　時給900円 
②8：00〜15：00　時給895円 
③9：00〜12：00　時給890円

時　間▶ 8:00〜17:00の間で実働3h〜
勤　務▶平日のみ可、土日祝のみ可
休　日▶�週1日〜（応相談）　　待　遇▶労災保険

30代～50代活躍中！
恵庭 パ 花苗生産スタッフ

◆児童デイサービス・放課後等デイサービス
資　格▶要普通免許（AT限定可）、未経験者歓迎
給　与▶ 【指導員/保育士または児童発達管理責任者】 

　月給165,000～250,000円 
　　※経験者優遇いたします。 

【指導員候補者/未経験の方】 
　月給165,000～200,000円 

【パート】 
　時給950円～　有資格者　時給1,000円～

時　間▶�平日�13:00～18：00　日祝�9:00～18:00�
※土日、夏・冬休みは9:00～18:00もOK

休　日▶シフト制�※パートは日数応相談
待　遇▶�各社保完備（勤務による）、昇給有、車通勤可、�

資格手当（保育士・児童発達支援管理者：月1～2万円）有

ここるる桜町（予定）　恵庭市桜町3丁目1-1

【受付/9〜18時】 

080-9619-3736

オオーープニングスタプニングスタッッフフ
4月にオープン予定！ ここるる桜町

担当/採用係
●まずはお気軽にお電話ください。

恵庭 正 パ 児童デイサービス・スタッフ

大募集大募集!! 一緒に新店舗を盛り上げて 一緒に新店舗を盛り上げて 
いただける方歓迎♪いただける方歓迎♪

発達に遅れのある子供たちに運動を軸として療育、成長支
援をしていくお仕事です。
小学校 1 年生から 18 歳を対象として放課後デイサービス
です。当グループ全体で児童発達支援、放課後等デイサー
ビス、障碍者生活支援、就労型支援、老人ホーム、デイサー
ビスと事業所がありそれぞれの事業所で培ったノウハウ、
マニュアルなどがありますので未経験者の方も研修を行い
ますのでご安心ください。

〈 仕事内容 〉
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