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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

土地・建物
・不動産売買
土地・建物
・不動産売買
オフィス上森㈱
■北海道宅地建物取扱業協会会員　■宅地建物取扱業 北海道知事免許 石狩（2）第7902号

恵庭市
黄金北4丁目6-1

TEL（0123）33-6908

のことならのことなら

検索オフィス上森

電話の上、写真付き履歴書を郵送ください。面接は恵庭で行います。

仕　事▶ 雑貨・アクセサリーの接客販売、商品の陳列、 
発注、商品管理、清掃など

資　格▶ 高卒以上、未経験者歓迎
時　間▶ 10:00～19:00の間で実働5h程度
給　与▶時給889円～
勤　務▶週4～5日
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、 

車通勤可、昇給・賞与有
勤務先▶ 生活雑貨Id'eal恵み野店(恵庭市恵み野里美2丁目15)

札幌市白石区菊水
3条3丁目1-28株式会社 スタープランニング

☎011-823-2110 担当/小西

5月 フレスポ恵み野内にNEW OPEN

生活雑貨Id'eal恵み野店
オープニングスタッフ 募 集

 
 

恵庭 パ 店内業務

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！
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！

食肉加工スタッフ 
募集！

札幌市東区北47条
東17丁目1-32-701 

【HPはこちら】　https://douou-kousan.co.jp/
㈲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 ★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

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ヶ月(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、 
64歳以下(定年雇い止めの為)

給　与▶ 月給220,000円～　※試用期間6ヶ月(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。）

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

男女共に活躍
出来ます

安平 正 食肉加工

仕　事▶ 札幌市内複数の歯医者さんへの配達です。 
決まった配達先へ、ATの普通車で配達して 
いただきます。重量物はありません。

資　格▶ 要普通免許（AT限定可）、未経験者歓迎、主婦歓迎
給　与▶ 時給1,000円
時　間▶ 9:00～12:00 ※前後30分程度の変動有
勤　務▶ 月、火・木、金
休　日▶ 水、土日祝、お盆、年末年始
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可

女性活躍中!!

㈲セイコーデンタルラボラトリー
千歳市花園4丁目6-2

受付/16時～ ※土日も受付しております。

電話連絡の上、履歴書をお持ちください。
担当/佐藤090-5959-8501

水土日祝は
お休みです

千歳 ア パ 配達スタッフ

千歳 契 清掃スタッフ

千歳

資　格▶ 一級・二級土木施工管理技士、 
現場経験5年以上、経験者優遇、年齢不問

給　与▶ 月給250,000～300,000円 
試用期間1ヶ月/同条件

時　間▶ 8:00～17:00 
※実働7.5h　※時間外有

休　日▶ 日曜日、他　※当社カレンダーによる
待　遇▶ 各社保完備、車通勤可、建退共、 

作業着・防寒着支給（試用期間終了後）
勤務先▶千歳市内及び近隣市町村

施工管理技士募集！

千歳市千代田町5丁目1-8㈱東海重建

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-6032 担当/松本
受付/9～17時

正 施工管理

年齢
不問

まずはお気軽に
お電話ください。 ☎21-9696

千歳市東雲町5丁目8-1
人材派遣業 派01-300546

～お仕事のことなら～

期　間▶長期
仕　事▶コンビニ用のスイーツの製造
時　間▶9:00～16:00
給　与▶時給900円
勤　務▶週3日～　※シフト制　※応相談
勤務先▶北広島市

自宅近くまで送迎有！！
お友達同士での応募も大歓迎

お得な社販有♪

北広島 派 スイーツ製造

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-42-5385 受付/14時以降

仕　事▶ ホール業務、簡単な調理補助、 
食器洗浄、他

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給950円～
時　間▶ 18:00～23:00　※状況により変動有
勤　務▶ 週3～5日　※応相談　 

※火曜日定休日(状況により出勤の場合有）

千歳市北栄1丁目11-8やき鳥　炭屋

扶養内勤務 
WワークOK！ 週3日～OK！

 

千歳 ア パ 店内業務

仕　事▶障がい者施設での食事作り、清掃等
資　格▶未経験者歓迎、経験者優遇、要普通免許
給　与▶ 時給900～1,000円　※処遇改善手当含む
時　間▶ 6:00～9:00(実働3h)、 

16:30～20:00(実働3.5h)、 
13:00～16:30(実働3.5h)　※シフト制

勤　務▶週3～5日　※応相談
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、車通勤可、 

交通費規定支給、食事補助有、有給休暇
勤務先▶ 千歳市富士4丁目12-15または千歳市青葉8丁目12-7

まずはお電話のうえ、 
写真付履歴書をお持ちください。

☎25-1010
【受付/9～17時】 担当/田口
千歳市富士4丁目12-15
共同生活援助わかち愛の家1号館

株式会社
わかち愛ケアサービス

生活支援員募 集
千歳 パ 支援員

 080-6097-9805
【受付/10～17時】
担当/三上

電話の上、写真付履歴書をお持ちください。

千歳市根志越2496-1
株式会社ミルキーベル
スイーツ・ソフト＆カフェ

期　間▶即日～10月末
仕　事▶スイーツ作り、接客などの店内業務
給　与▶時給950円+交通費規定支給
勤　務▶土日含む週2～5日で応相談

◆パート・アルバイト

期　間▶一年毎の更新制　※正社員登用制度有
仕　事▶ 店内業務全般、スタッフのシフト管理、店舗運営に係る業務
給　与▶ 月180,000円～　※頑張り次第で昇給、正社員登用も有
休　日▶シフト制

◆契約社員

【共通項目】
時　間▶ 9:00～18:00　※パート・アルバイトは6～8hでシフト制
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による)、制服貸与、車通勤可

千歳 契 ア パ 店内業務

看護師 募 集

医療法人社団

髙橋整形外科クリニック
千歳市千代田町7丁目1789-3 千歳ステーションプラザ5F 

資　格▶ 看護師または准看護師
給　与▶ 時給1,250円～
時　間▶ 9:00～18:30 

※本院は水・土、分院は木・土は13:00まで 
※応相談

休　日▶ 日曜日・祝日、お盆、年末年始、法人指定日
待　遇▶ 交通費規定支給、 

社保完備（パートは雇用・労災保険）
勤　務▶週3～4日 ※応相談
勤務先▶本院/千歳市千代田町7丁目1789-3 
　　　　（千歳ステーションプラザ5F）又は、
　　　　分院/千歳市長都駅前3丁目1-31

〒066-0031　千歳市長都駅前3丁目1-31
髙橋整形外科リハビリテーションクリニック

☎27-1971お電話の上、写真付
履歴書を郵送ください。

千歳 パ 看護師

仕　事▶ レジ、品出し等、 
店内業務全般

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給889円～
時　間▶ ①8:30～13:00 

②13:00～17:00 
※シフト制

勤　務▶週2～3日
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、 

車通勤可

恵庭市恵み野西5丁目3-1
（コープさっぽろ恵み野店内）

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

うたぱん
☎37-8555 担当/中澤

受付/10～18時

扶養内 
勤務
OK!

スタッフ募集！
未経験者歓迎！NEW 

OPEN!

4/21

恵庭 パ 店内業務

仕　事▶食パンの製造補助
時　間▶22:00～翌7:00の間でシフト制
給　与▶ 時給1,120円 

※5～7時は時給896円 
※研修期間/時給889円 
※研修中は日中の勤務となります。

勤　務▶週3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、制服貸与、昇給・賞与有

恵庭市泉町58

まずはお気軽にお電話ください。

高級食パン専門店 め組の庭
090-7654-0859 担当/山田

高級食パン専門店

組の庭め 製造補助
スタッフ募集

恵庭 パ 製造補助

お問い合わせのみも可!! 【担当/山崎】 ☎22-5511
千歳市日の出
1丁目1-31-6グループホームゆうび

★★未経験者歓迎!!★★
職場見学可能です!! 働きながらの資格

取得も可能です!!

仕　事▶ 認知症高齢者の介護全般
資　格▶ 学歴・経験不問、18歳以上（省令2)
給　与▶ 契/月170,000円～ 

　 ※ 処遇改善・夜勤手当4回分含む（5,000円/回）
　　　　パ/時給940～1,000円
時　間▶ ①6:30～15:00 ②8:45～17:15 

③11:00～19:30 ④17:30～翌9:00 
※パートは8:45～13:00　※週5日位の勤務

休　日▶ シフト制（4週8休）
待　遇▶ 社保完備（勤務時間による）、車通勤可、有給休暇、 

試用期間6ヶ月、正社員登用有、交通費規定支給、 
福利厚生リロクラブ加入

千歳 契 パ 介護員

（有）コスモファーム 千歳市中央2529-11（千歳駅から約7km）

電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

週2日～
OK!!

勤務日・時間
応相談

080-2733-5561 担当/山田
受付/8～18時

◆生産加工スタッフ
仕　事▶ スピナッチ・ベビーリーフの選別、パック詰め
期　間▶ 5月～10月
時　間▶ 8:00～17:00の間で4～8h（応相談）
勤　務▶ 週2日～OK！
勤務先▶ 千歳市中央2529-11

◆農作業スタッフ
仕　事▶ 農作物の収穫等
期　間▶5月～10月 ※応相談
時　間▶ 8:00～17:00 ※勤務日・時間は応相談
勤　務▶ 週2日～OK！
勤務先▶ 千歳市東丘719-1
〈共通項目〉
給　与▶ 時給889円～　　　休　日▶ 日曜
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給
資　格▶ 車通勤可能な方、未経験者歓迎

千歳 パ 生産加工、農作業

苫小牧市新明町 
3丁目3番6号

仕　事▶ クリーニング品の受け渡し等
時　間▶10:00～18:00の間で実働4～4.5h
給　与▶ 時給889円～ 

※月収例/週5日勤務で75,000円程度
勤　務▶週5日　※シフト制　応相談
待　遇▶ 社保完備（勤務時間による）、車通勤可、 

従業員割引制度有、有給休暇
勤務先▶ フードD365恵庭店内 

恵庭市黄金南6丁目10-4
面接は現地で行います。

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

担当/成田☎0144-51-2100

クリーニング受付スタッフ募集!!

扶養内OK!

恵庭 パ 受付

担当/納谷
受付/9:30～18:00☎0123-24-0055

★その他、短時間のお仕事も有！お気軽にお問い合わせください。

千歳市柏台
1390-218番地ウィングサービス

期　間▶即日～翌3月　※更新の可能性有
仕　事▶スクールバス運転手（マイクロバス使用)
資　格▶大型二種免許、経験者優遇
給　与▶時給1,100円　※試用期間/時給950円
時　間▶ 登校時/6:30～8:30 

下校時/13:00～19:30 
※ 小・中学校の登下校による　 
登校時1回、下校時4回程度

勤　務▶年間222日運行
休　日▶土日祝、他学校休日に準ずる
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

有給休暇有
勤務先▶千歳市内

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

スクールバス運転手
募集

千歳 期 スクールバス運転手


