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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！
通年営業

恵庭 パ 教室スタッフ

恵庭市福住町1丁目23-15

公文式 
恵庭小学校前教室

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▶�14:00～19:30の間で、�

実働2～4h程度
勤　務▶�火・金

まずはお気軽にお電話ください！

090-7659-9957 受付/10～17時
担当/夏山

教室スタッフ募集
子供 

好きな方 
大歓迎

仕　事▶�発達障がいのある子どもの支援、送迎、簡単なPC作業
資　格▶�保育士・児童指導員任用資格、または障がい児福

祉業界で実務経験がある方、�
要普免、※経験者優遇

給　与▶�時給900円〜
時　間▶��①9:00～18:00�

②13:30～18:00　※応相談
勤　務▶�週2日～OK（応相談、日曜・祝日定休）
待　遇▶�各社保完備（勤務時間による）、交通費規定支給、

有給休暇

恵庭市恵央町19-10放課後等デイサービス放課後等デイサービス  キキミミイイロロ

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。
☎0123-25-9380 受付/9～18時

児童デイサービス児童デイサービス
スタッフ募 集！スタッフ募 集！

無資格者でも 
OK!

恵庭 パ 児童デイサービススタッフ

仕　事▶�まかない作り、洗濯等
資　格▶�未経験者歓迎、60歳まで(定年雇用止めのため)�

※再雇用制度有/65歳まで
給　与▶�日給6,700円 ※頑張り次第で昇給有
時　間▶�8:30～16:30（休憩有）
勤　務▶週2～3日（シフト制週2～3日（シフト制�））
待　遇▶交通費補助有

㈱西洋軒 千歳市千代田町
1丁目1-7

☎23-2216電話連絡の上、写真付履歴書を
お持ちください。【担当】岩崎

RESTAURANT

SEIYOKENSEIYOKEN

裏方のお仕事です。接客はありません。

★扶養内勤務OK! ★頑張り次第で昇給有!

簡単な家庭料理が 簡単な家庭料理が 
出来れば大丈夫です♪出来れば大丈夫です♪

千歳 パ 炊事係

仕　事▶�来店した方への商品説明・更新手続き、�
電話による商品の案内、書類作成、�
帳票管理（システム入力）、清掃等

資　格▶�44歳以下（若年層のキャリア形成を図るため）、�
高卒以上、Word・Excelの基本操作可能な方、�
普通自動車免許あれば尚可

給　与▶月156,000〜171,000円
時　間▶�9:00～17:00
休　日▶�土日祝、夏季休暇、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、昇給・賞与有、昇進制度有、有給休暇

〒066-0055
千歳市里美2丁目2-4

電話の上、写真付き�
履歴書を郵送ください ☎0123-25-9028

MS北海道株式会社
◆三井住友海上火災保険(株)保険代理店

千歳 正 営業サポート事務

サポート事務募集サポート事務募集
仕　事▶�障がいのある方のお仕事や社会参加をサポートします。
資　格▶�経験者優遇、要普免、パートは未経験者も可
給　与▶�正/月給160,000円〜　※資格手当有 

パ/時給1,000円〜
時　間▶�正/8:45～17:30　※実働8h�

パ/9:30～15:30　※実働5h�応相談
休　日▶�日曜、他会社シフトによる�

※パートは勤務応相談
待　遇▶�各社保完備（パートは時間による)、�

交通費規定支給、車通勤可

恵庭市
恵央町
3番22

（担当/古山）

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-39-2360
陽だまりの家NPO

法人

支援スタッフ支援スタッフ 募募 集集
◆きものプロジェクト陽 等 、楽しめる仕事を実 施中

資格取得サポート有

恵庭 正 パ 支援スタッフ

仕　事▶�外来看護業務等�
資　格▶�看護師・准看護師
時　間▶正/6:45～19:30の間でシフト制�
　　　　パート/�7:00～19:30の間で4～5h程度�

※シフト制　※時間は応相談
給　与▶�正/月23〜27万円　　パ/時給1,350円〜
休　日▶シフト制　※パートは週3～4日勤務
待　遇▶��各社保完備、交通費規定支給、制服貸与、�

車通勤可、試用期間有（3ヶ月）、昇給有、�
職員割引（アンチエイジング診療）有

電話連絡の上、写真付履歴書を 
ご郵送ください。 担当/大久保

☎27-8000

〒066-0027　千歳市末広4丁目8番10-2
千歳駅北クリニック

看護師・准看護師募集!
千歳 正 パ 看護師・准看護師

まずはお電話のうえ、写真付履歴書を郵送ください。

☎0123-40-6175 担当/総務�村上�

【アルバイト】1名
仕　事▶豚舎内の洗浄業務
資　格▶要普通免許
給　与▶時給1,200円
時　間▶7:00～17:00の間で4時間以上（応相談）
勤　務▶平日勤務か、土日のみ勤務か選べます。
勤務先▶�千歳市駒里2297番地（第1農場）、�

駒里2295番地（第2農場）
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

農場管理スタッフ募集

千歳 ア 農場管理

〒066-0011 千歳市駒里2297
おおやファーム株式会社

仕　事▶�胆振管内をメインに、恵庭・函館方面等の道央・
道南エリアの鉄道に関する電気設備修繕（電柱・
電線・照明等）。

資　格▶�要普通免許（AT限定可）、未経験者歓迎、車通勤可
能な方、学歴・学科不問、Uターン・Iターン者歓迎

時　間▶�8:00～17:00（休憩1h）�
※23:00～翌5:00等の夜勤業務有�
※月平均残業20h

給　与▶�月183,000円〜 
※前職の給与・経験等を考慮 
※残業代・休日出勤手当別途支給

休　日▶�週休2日制、日曜・祝日、他会社カレンダーによる
※年間休日105日

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、入社時工具支給、昇給・賞与、�
免許取得支援制度、親睦会有、�
各種手当支給（職務・技術・出張・扶養・住宅・冬季燃料）

勤務先▶�本社/室蘭市寿町3-9-6�
道央支店/恵庭市和光町5-9-14
まずはお気軽にお電話ください。

☎0143-45-8822
室蘭市寿町3-9-6株式会社メイセイ

転職に伴う引越しをする場合は、引越しにかかる費用を補助します。 ※一律5万円

電気設備修繕 スタッフ
募集！

Uターン・Iターン Uターン・Iターン 
サポート有サポート有

恵庭・その他 正 電気設備修繕

20代〜70代の方が働いています! 

正社員
3名募集!!

仕　事▶�コンクリート製品製造業務
資　格▶要普免、未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶�月給184,500〜222,000円 

+別途時間外手当有（月平均20h程度）
時　間▶�8:00～17:30�

（休憩1.5h・実働8h）
入社日▶応相談、即日可
休　日▶土日祝、年末年始、GW、お盆休み
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通

勤可、賞与年2回、昇給、有給休暇、
精勤手当（1万円）、試用期間3ヶ月有

勇払郡安平町追分弥生286-1 JR千歳駅より車で約30分

共和コンクリート工業㈱追分工場

まずはお気軽にお電話ください。 【受付/9:00〜17:30】

☎0145-25-2501

千歳・恵庭方面から通勤している方も多数います!

見学
OK！

安平 正 製造スタッフ

金太郎寿し 〒066-0063 千歳市幸町2丁目1

☎24-9786☎24-9786応募 担当/採用係
受付/11〜15時、16時〜

★宴会片付けスタッフも同時募集　1日3h/日給4,000円

《共通項目》
待　遇▶�社保完備（勤務による)、制服貸与、車通勤可、燃料手

当有、交通費規定により支給（委細面談にて）

時　間▶�10:00～14:00、17:00～24:00　�
※応相談

給　与▶�時給950〜1,000円　 
※22時以降深夜割増有

勤　務▶週2日～　※応相談

◆ホール・洗い場スタッフ【アルバイト】★高校生可

時　間▶11:00～24:00の間で応相談
給　与▶時給1,200円　※22時以降深夜割増有
勤　務▶週3日～　※応相談

◆調理補助スタッフ【アルバイト】

★求む!経験者
時　間▶10:00～24:00の間で実働8h
給　与▶月25〜30万円
休　日▶�週1日+週1日の半休有、�

季節にそれぞれ連休有（合計12日程度)
待　遇▶�昇給有、年2回ボーナス有

◆調理スタッフ（板前）【正社員】

千歳 正 調理ア ホール・洗い場、調理補助

3職種募集!正社員
アルバイト

仕　事▶�【ホール】お客様への案内、オーダー取り、配膳等�
【キッチン】お肉の簡単な盛付等

資　格▶未経験者大歓迎
給　与▶�一般/時給950円 

高校生/時給900円 
※22時以降深夜割増有

時　間▶9:00～23:00の間で3h～OK
勤　務▶週2日　※応相談
待　遇▶�【制服代】夏1,200円　冬1,300円（初回天引き)、�

食事補助有

恵庭

仕　事▶�調理・接客、売上・食材管理、�
アルバイト・パートの育成・シフト調整等

資　格▶未経験者歓迎、経験不問
給　与▶月給25万円〜　※店長候補/月給30万円〜
時　間▶�9:00～23:00の間で1ヶ月単位の変形労働時間

制　※週平均40h以内�
【例】�15:00～23:00�実働7.25h、�

9:00～20:00�実働8h
休　日▶完全週休2日制　月8～9日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、昇給年1

回、賞与年2回、食事優待券、独立支援制度、�
試用期間1ヶ月（同条件）、報奨金有（毎月1回、4半
期に1回）、家族手当（配偶者:5千円/月、高校生以
下の子ども一人につき3千円/月)

恵庭市和光町�
1-1-33七輪焼肉安安

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-21-8529 担当/松本

・異業種からの転職者も歓迎
・経験や、特別な知識は不要です！

恵庭店

2月オープン  スタッフ追加募集！2月オープン  スタッフ追加募集！
正 ア パ ホール、キッチン

・�学生・フリーター・主婦（夫）�
みんな大歓迎！

アルバイト
パート

正社員

WワークWワーク
 OK！ OK！

期　間▶�即日～10月末まで��
※状況により、継続雇用の可能性有

資　格▶�未経験者・主婦（夫）・フリーター・学生（高校生）
歓迎、土日祝勤務できる方歓迎

給　与▶�時給890円〜 ※昇給有
時　間▶�6:00～18:00の間で応相談�
勤　務▶�土日祝を含む週3～4日�※応相談
待　遇▶�各社保完備（勤務時間による）、交通費規定支給、

車通勤可、無料P有、制服貸与

短期短期
スタッフスタッフ

☎0123-37-8787

道と川の駅

恵庭市南島松
817-18

道と川の駅

花ロードえにわ
※音声ガイダンスに従い「1」を押してください。

《担当》
林

★★�お花に囲まれた��お花に囲まれた�
気持ちの良い�気持ちの良い�
環境です！環境です！

◆レストランの調理、洗い場、販売
◆売店での販売・接客
◆ベーカリー製造スタッフ

仕事
内容

5～6名
募集‼

恵庭 ア パ 道の駅での館内業務

まずはお気軽にお電話ください。

日本管財サービス株式会社
〒066-0015　千歳市青葉8丁目3番1号 担当/高倉☎0123-24-0800

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡

男女ともに活躍中！ シニアも応募可！

勤務先▶千歳・恵庭、他
仕　事▶新築・中古住宅等の室内清掃
時　間▶8:00～12:00　※残業の場合有
給　与▶時給940円〜　※試用期間/同条件
勤　務▶月～金　※月12日程度（要相談）
待　遇▶�労災保険、作業服貸与、交通費規定支給、�

有給休暇、車通勤可、正社員登用有

★ 慣れるまでしっかり指導いたします!
60代の方活躍中！ 未経験者歓迎！

勤務先▶�千歳乃湯�えん（千歳市真々地3丁目）
仕　事▶清掃、簡単な機械操作（資格不要）
資　格▶未経験者歓迎
時　間▶�5:30～9:00　※実働3.5h�

（時々0.5hの延長有）
給　与▶時給920円（試用期間/時給900円）
勤　務▶�月11～13日程度　※年中無休
待　遇▶労災保険、交通費規定支給、車通勤可

千歳乃湯 えん

千歳市環境センター 清掃員清掃員 募集 ! !募集 ! !
千歳・恵庭・他 パ 清掃

仕　事▶フォークリフトでの作業、他�
資　格▶�35歳まで（若年層のキャリア形成を�

図るため）、未経験者歓迎、要普通免
許、大型・大特・フォークリフト免許
保持者尚可

給　与▶月給17〜23万円
時　間▶��8:00～17:00　※実働8h
休　日▶�土日、他
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤

可、制服貸与、昇給年1回、賞与年2回
勤務先▶�サッポロビール(株)北海道工場内

恵庭市戸磯542-1�

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-33-9505
(株)石川トラック運送

募
集作業員作業員

フォークリトフォークリト
恵庭 正 フォークリフト作業

札幌市手稲区西宮の沢6条1丁目14-7�TCサービス

仕　事▶�主に千歳・恵庭市内のアパート・マンション共用部
分の巡回清掃（玄関や床、階段、手すり等の拭き掃
き）。1日平均10件程度の巡回です。�
※現場へは自家用車で移動します。直行直帰。

資　格▶�要普通免許、車持ち込み可能な方（業務使用のため）、�
スマホ操作可能な方、未経験者歓迎、主婦（夫）さん歓迎

時　間▶�8:00～17:00の間で6～8h程度�※応相談�
★�週1日で6～8h、週2日で3～4hと分けて勤務してもOK！

給　与▶�時給930円〜 ※昇給有
待　遇▶�交通費規定支給、清掃用具貸与、�

試用期間1～3ヶ月（同条件）

不在時は�
留守電へ080-3233-9226応募

WワークWワーク
OK!OK!

フリーシフトフリーシフト制!!制!!
★請負も同時募集！

面接は千歳市内でおこないます。

千歳・恵庭 ア パ 清掃

まずはお気軽に電話ください。

仕　事▶調理全般
資　格▶�調理師資格をお持ちの方�

調理師としての経験2年以上（フレンチ、イタリア
ン、洋食経験の方が好ましいですが、実力・やる気
によりジャンルを問わない場合もあります）

給　与▶�月給240,000円〜300,000円 
※固定残業代30hを含む 
　超過した場合は別途支給。残業がない場合も支給

時　間▶�9:00～20:00　※実働8～10h�
※シフト制（応相談）�※営業時間に変則有

休　日▶�月6日/定休日・他シフトにより決定

仕　事▶ホールスタッフ、カフェでの接客業務全般
給　与▶�時給1,000円〜
時　間▶�10:00～18:00　※シフト制
勤　務▶週3日～　※応相談

勤務先▶恵庭市北柏木町2丁目293番地

株式会社 LicoLico

●正社員 ●アルバイト・パート

【共通項目】

受付/9～18時
担当/澤田☎011-733-8857

オープニング
スタッフ募集

4月末
オープン予定

CAFE&GELATOCAFE&GELATO
LicoLicoLicoLico

札幌市東区北8条東11丁目1-5 恵庭ホールディングスビル〒065-0008�

恵庭 正 調理スタッフア パ ホールスタッフ


