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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

給　与▶ ①時給950円～　②時給889円～
時　間▶ ①8:30～16:15（実働7h　休憩45分） 

②10:00～15:00（実働4.5h　休憩30分） 
※多少の残業の場合有

休　日▶ ①週休2日制　※シフト制
勤　務▶ ②週3日～OK 

※ フルで働きたい方（週30h以上）社保加入可、要相談
待　遇▶ 交通費規定支給、社保完備、制服貸与、有給休暇
勤務先▶千歳市幸町5丁目6-1

未経験者OK

札幌市北区北7条西1丁目2-6■ビルメンテナンス業

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
千歳にて面接を実施します。 担当/熊谷

☎011-707-5228
協和総合管理㈱ 札幌支社

ホテルの❶清掃責任者 ❷客室清掃者

車通勤OK

千歳 パ 清掃責任者、客室清掃者

仕　事▶ 住宅の資材・木材の配送業務、 
倉庫管理業務

資　格▶ 要普通自動車免許（AT不可）、 
フォークリフト・玉掛あれば尚可

給　与▶月20～25万円
時　間▶8:00～17:30
休　日▶シフト制、会社カレンダーによる
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

燃料手当（年1回）、昇給・賞与有

千歳

千歳市錦町4丁目1838番地

お電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

山田木材株式会社

☎0123-23-3181担当/廣瀬

正社員募集
正 配送

仕　事▶ 厨房（惣菜・弁当調理補助）、 
宅配業務、清掃業務

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許（AT可）、 
経験者優遇

時　間▶ 8:00～14:00、14:00～18:00、 
8:00～18:00 ※うち実働3h～（応相談）

仕　事▶ホール業務
資　格▶ 未経験者歓迎、 

経験者優遇
時　間▶18:00～24:00

《共通項目》
給　与▶ 時給889円  

※22時以降/時給1,112円
待　遇▶制服貸与、車通勤可（無料駐車場有）

い酒やえどや
【向陽台店】千歳市白樺2丁目5-8【本店】千歳市幸町1丁目16-1

希望店舗へ電話連絡のうえ、 
写真付履歴書をお持ちください。

本　店 ☎42-9103
向陽台店☎21-9103

本　店

向陽台店

★航空自衛隊千歳基地店も同時募集！！

未経験者歓迎
経験者優遇

千歳 ア パ ホール業務、調理補助、宅配業務、清掃

犬好きな方大歓迎♪
 接客･ホール全般

期　間▶即日～
給　与▶ 時給950円　※試用期間中/時給890円
時　間▶ 12:00～15:00位（実働3h程度） 

※多少時間のズレ有
勤　務▶土日祝 のいずれか
待　遇▶ 制服貸与

〒066-0083　千歳市みどり台北1丁目8-1 
ドッグカフェ プロムナード

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎22-0086 受付/11～17時迄
※木曜定休日　採用係

お近くの方歓迎！
千歳 ア 接客･ホール全般

千歳・その他 派 ①材料投入・機械操作、他②飲料缶の検品・フォーク運搬、他③目視検査④機械OP

苫小牧市美沢
261-56

まずはお気軽にお電話ください。

☎0144-58-4111
エアポートパーキング

担当/竹内 

仕　事▶ 駐車場と新千歳空港間（片道10分）の送迎業務他
資　格▶ 中型一種免許以上、年齢・経験不問、シニアOK
給　与▶ 時給900円  

※深夜手当、残業手当有 ★日払い可
時　間▶ ①5:30～14:30 ②14:00～23:00 

※①②シフト制、繁忙期は残業の場合有
勤　務▶ シフト制、日数応相談 
待　遇▶ 中型免許限定解除養成有、制服貸与、 

車通勤可、日払い可

日払い可！
募集!!バスドライバー

週末
食事付き♪

苫小牧 ア バスドライバー

がんばり
ましょう!

（株）太平エンジニアリング
☎011-722-1155http://www.taihei-group.co.jp

仕　事▶ 商業施設内の巡回、受付他
資　格▶ 経験者優遇
給　与▶ 月給17～18万円
時　間▶ ①6:45～15:45 

②13:00～22:00
休　日▶ 週2日
待　遇▶ 社保完備、制服貸与、 

交通費規定支給
勤務先▶ ちとせモール 

（千歳市勇舞8丁目1-1）

〒060-0907 札幌市東区北7条東6丁目18-9

 写真付履歴書をご郵送ください。
書類選考の上、後日連絡致します。担当/畑中

千歳 正 建築設備保守管理及び警備員

仕　事▶ 食パン製造及び仕分け作業
期　間▶ 長期
給　与▶ 時給990円～　 

※22～翌5時/時給1,238円
時　間▶ 24時間の間で実働4～5h ※応相談
勤　務▶ 週3日～ ※休日応相談
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、 

車通勤可、制服貸与、退職金有（規定による）
★ 面接の日時も相談可能。 
千歳営業所で 
いつでも登録できます!

・ 選べるシフト・ 扶養内OK
・ 選べる時間帯

・ Wワーク歓迎
・ 主婦(夫)さん大活躍

☎0120-35-0909
（通話無料/平日9～20時、土日9～18時）

応
募

0909workお仕事イロイロあります！

北日本事業統括部 千歳営業所㈱ジャパンクリエイト 千歳市千代田町5-5-1 戸田ビル2F 労働者派遣許可番号 （派）27-300717 有料職業紹介事業許可番号 27-ユ-300414

恵庭市恵南 パンの製造及び仕分け NO.1957-A-01

長期求人紹介!
オススメ!

日払い・ 
週払い可能!

時　間▶ 15～23時、12～20時 
※他の時間も応相談

給　与▶時給960円～

★フルタイムも同時募集！

恵庭 派 工場内作業

増員募集!!
★ 経験者は経験により優遇!!
★ 未経験で異業種から転職する方も歓迎!!

トレーラー運転手

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。
★面接は千歳営業所にて行います。

☎0123-28-2013 担当/採用係

千歳市泉沢
1007-158北宝運輸㈱千歳営業所

仕　事▶ 原木・製材・合板・アスファルト等を 
運搬する業務

資　格▶大型自動車免許、けん引免許
給　与▶月300,000円～
時　間▶ 8:00～16:20（休憩1h） 

※業務内容により異なります。
休　日▶ 日祝他（月6～9日）、GW、 

お盆、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、賞与年2回、制服貸与、 

交通費規定支給、車通勤可、 
退職金制度有、試用期間3ヶ月

◆トレーラー運転手

千歳 正 トレーラー運転手

千歳

まずはお気軽にお電話ください。 

☎011-747-1161北海道物産 株式会社 受付/9～17時
担当/西浦

札幌市北区
北28条西4丁目

正 検品、仕分け、品出しア 店内業務

◆新千歳空港国内線ターミナルビル2F 「北海道物産」

仕　事▶ 倉庫内での検品、商品の仕分け・品出し等
資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許（入社後取得も可）
給　与▶ 月160,000～240,000円
時　間▶ 6:00～15:00、9:00～18:00、 

12:00～21:00　※実働8h、シフト制

仕　事▶レジ、接客、商品の品出し等
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給1,000円
時　間▶ 7:00～21:00の間で3h～ 

※シフト制、週1日～OK

◆店内業務（アルバイト）

◆検品、仕分け、品出し（正社員）

〈共通項目〉
休　日▶月9日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

正社員のみ/昇給年1回、賞与年2回

もくもく働くのが好きな方にピッタリ!
男女ともに活躍中!

電話連絡の上、写真付履歴書お持ちください。

☎0123-49-7452 担当/金子

千歳市真々地2丁目1-5
千歳インター店ファミリーマート 

資　格▶ 未経験者・長期勤務できる方歓迎
時　間▶  ①17:00 or 18:00～21:00 

②22:00～翌5:00
給　与▶ 時給890円～ 

※22時以降深夜割増有
勤　務▶ ①週2～3日 

②週1～2日
待　遇▶  社保完備、制服貸与、車通勤可

WワークOK!

未経験者歓迎!

千歳 ア 店内業務全般

《共通項目》
期　間▶ 4月スタートの5月末まで
資　格▶ 交通機関が無い為、車で通える方歓迎 

※恵庭市内送迎有、応相談

給　与▶時給930円～
時　間▶  8:00～17:00の間で応相談 

（昼休憩12:00～13:00）
休　日▶日曜日（希望休みは対応可能）

◆野菜苗・花苗の定植、出荷までのハウス内作業

給　与▶時給1,000円
時　間▶ 8:00～17:00（昼休憩12:00～13:00）
休　日▶日曜日（希望休みは対応可能）

◆苗の生産 
　《体力に自信のある方歓迎!!男性スタッフ活躍中!!》

有限会社 中央園芸
〒061-1403 恵庭市中央164番地

短期のお仕事！
苗の生産から出荷までのお仕事です

週2日でもOK！
初めての方・ブランクある方も歓迎!!

お気軽にお問い合わせください。
受付/10～16時(月～金）
担当/桑山☎33-3303

恵庭 期 苗の定植・ハウス内作業、苗の生産

恵庭 ア パ 店内業務

仕　事▶ 接客、仕込み、簡単な調理など
資　格▶ 未経験者歓迎、学生可、高校生も応募可
給　与▶ 一般/時給900円～ 高校生/時給889円
時　間▶  9:45～20:00の間で3h～ ※応相談
勤　務▶ 週1～6日 ※応相談
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による)、 

制服貸与、車通勤可、交通費規定支給

恵庭市有明町1丁目4-1
成田ビル1F

☎0123-21-8726

スタッフ募集！

恵庭ザンギ五郎

ザンギ五郎
恵 庭

まずはお気軽にお電話ください。 受付/13～17時

090-3114-4843

未経験者でもOK！

〒066-0023　千歳市寿1丁目6-3
（有）道央グリンサービス

【受付/9～18時】
担当/杉本

まずはお気軽にお電話ください。

☎24-9262

仕　事▶  公園の維持管理（樹木の剪定、草刈）、 
一般住宅の外構・庭設計、施工等の業務、 
冬期は除雪等

資　格▶ 要普免、未経験者歓迎
給　与▶ 正社員/月給200,000～280,000円 

　　　 ※試用期間有 
パート/日給9,000円～

時　間▶ 8:00～17:00
休　日▶  日曜、祝日、GW、お盆他
待　遇▶  雇用、労災、建設国保加入

残り 
3名

千歳 正 パ 公園の維持管理

時　間▶ 【常勤】8:30～17:00　※実働7.5h 
【非常勤】①9:00～13:00 
②9:00～14:30　③12:00～16:30 
※実働5h程度

給　与▶ 資格あり/時給950円～資格・処遇改善手当
資格なし/時給889円～

勤　務▶常勤は土曜出勤可の方（日曜のみ固定休）
待　遇▶ 社保完備（常勤のみ）、労災保険、処遇改善手当、

交通費規定支給、雇用保険（20時間以上勤務
の場合）、有給休暇制度（入社6ヶ月から）

〒066-0078
千歳市勇舞2丁目7-8 

勇舞デイサービス
まごころの湯くれいん
●まずはお気軽にお電話ください！ 受付/9～18時  担当/伊藤

☎21-8477 080-3384-9431

介護職員 同時募集常勤/1名
非常勤/2名

千歳 ア パ 介護職員


