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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】

勤務先▶�トヨタカローラ札幌㈱総合物流センター
仕　事▶�新車・中古車の洗浄ラインでの車内清掃。掃除機�

がけや、シートの拭き掃除など、簡単な作業です。
休　日▶�日曜・祝日、他シフト制（年間所定休日108日）�

★GW・お盆・年末年始の長期連休有�
★扶養内勤務OK�
★シフト応相談

時　間▶�9:00～17:00
給　与▶�時給920円～�

（月22日勤務の場合、月収141,680円以上可能）
資　格▶�要普通自動車運転免許（運転経験1年以上）、�

65歳未満（定年雇い止めのため）
待　遇▶�車通勤可、無料P有、交通費当社規定支給、社会保険

完備、作業服貸与、有給休暇有、能力に応じて昇給有

恵庭市北柏木町3丁目73

まずはお気軽にお電話ください。面接日時をお知らせします。
写真付履歴書をお持ちください。

トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター

担当/酒井☎0123-33-9660新車

担当/�三浦・傳法(デンポウ)☎0123-47-8000中古車

女性女性もも多数多数
活躍中！活躍中！

トヨタカローラ札幌
長期でお勤めくださる方大歓迎！
簡単作業! 扶養内OK！未経験者歓迎!

恵庭 契 洗浄ライン作業

ミートマルシェ「B-style’s」

千歳市柏台南
1丁目1-9（株）

仕　事▶�肉や惣菜などの調理、畜産加工品・テイクアウト
商品などの接客・販売、品出しなどの店内業務

資　格▶未経験者歓迎、主婦（夫）、フリーター歓迎
給　与▶�時給930円～�

※7:30～9:00/時給1,030円～�
※試用期間（最大3ヶ月）/時給910円

時　間▶7:30～20:30の間で5～8h
勤　務▶週3～6日　※応相談
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、昇給有、�

年末年始手当、制服貸与、正社員登用制度有
勤務先▶ミートマルシェ「B-style’s」

【受付/9時～17時】　担当/羽根田（はねだ）
☎0123-49-3366

まずはお気軽にお電話ください。 

新千歳空港国内線ターミナルビル2Fに

OPENしました！OPENしました！

◆早朝7:30〜9:00は時給 円〜！1,0301,030
◆フルタイムで働ける方大歓迎！　扶養内も応相談！

北海道のソウルフード 
「ザンギ」「ジンギスカン」等 

全道各地の美味しいお肉を扱っています。

販売・調理補助
ス 集募追

加フッタ

3/303/30

今すぐ  ・ 連休明けから ・ 6月から

千歳 ア パ 販売、調理補助

大学生・専門学校生も大歓迎

勤務開始日は、�
ご相談ください。

仕　事▶�ロバパン恵庭工場からスーパー等へ、�
パン等を配送する業務

資　格▶�未経験者歓迎、経験者優遇、�
要普通免許（AT限定不可）

給　与▶�正社員/月給260,000円�
嘱託/月給250,000円�
※いずれも試用期間同条件�
※深夜・残業・家族手当・交通費含む

時　間▶�①23:00～翌11:00�
②0:00～12:00�
③1:00～13:00�
※実働11h　※シフト制�
※多少の変動・残業有

休　日▶�月8日�※シフト制�★連休も可
待　遇▶�各社保完備、車通勤可、制服貸与�

交通費規定支給（上限15,000円まで）、�
※福利厚生で、札幌ドーム野球観戦�
チケット、ゴルフ会員権、夏祭り

・決まったルートの固定配送
・交通量の少ない深夜のスタート
・覚えるまでしっかりサポート
・休日は可能な限り希望を叶えます。
・GW明けからの勤務もOK!
正社員 嘱託

札幌市白石区米里3条3丁目6-24�

しらいトランク・サポート株式会社 
☎011-871-2626 担当/高橋

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は、しらいトランク・サポート㈱車両センター
で行います。（札幌市白石区東米里2178-1）

普通免許普通免許でOKでOK
未経験者未経験者も歓迎！も歓迎！

恵庭 正 嘱 ルート配送ドライバー

◆札幌工場（恵庭市戸磯47-7）
資　格▶�未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶�9:00～18:00、22:00～翌7:00�

※時間前後要相談
給　与▶�時給890円～+交通費規定支給�

※22:00～翌5:00/深夜手当有
休　日▶週2日　※シフト制
待　遇▶�各種社会保険完備、�

有給休暇有、制服貸与、�
昇給有（人事考課による）、�
車通勤可、交通費規定支給

製造製造

株式会社エフビーエス
〒061-1405　恵庭市戸磯47-7札幌工場

☎31-0900
まずはお気軽にお電話ください。

受付/9～17時�
担当/原田・本間

パパンン

セブン-イレブンジャパン向けパンの 
製造をしている会社です。

スタッフ募集

パンがパンが
良い匂い♪良い匂い♪

恵庭 パ 製造

◆扶養内勤務もOK‼　◆フリーターも歓迎‼
◆ランチのみ、ディナーのみ等、シフトは応相談！
給　与▶��時給900円～�※高校生/時給889円～�

※試用期間1～3ヶ月有/時給889円
時　間▶�10:30～20:30の間でシフト制�

例）11:00～14:00、17:00～20:00等
勤　務▶週1日～OK
待　遇▶�交通費規定支給、昇給有、制服貸与、正社員登用制度有

☎46-2221応募

かまど円山�新千歳空港店
千歳市美々新千歳空港ターミナルビル3F

担当/さいとう

ホール・キッチン
スタッフ 募 集

千歳 ア ホール、キッチン

千歳市千代田町2-2-10

まずはお気軽にお電話ください。担当/金子

☎0123-24-2111
ホテルウィングインターナショナル千歳

仕　事▶�ホテル内レストランでのお客様のご案内や�
飲食の注文受け・配膳等

給　与▶�時給1,000円～
時　間▶�17:00～21:00または22:00�※応相談

◆レストランホールスタッフ　★正社員登用制度有

資　格▶�未経験者歓迎
勤　務▶�週2日～OK�※平日のみ・土日のみの勤務可
待　遇▶�各社保完備（勤務による)、交通費規定支給、

車通勤可（無料駐車場完備）、昇給有、制服
貸与、ホールスタッフのみ賄い有

共
通
項
目

ホール・清掃ホール・清掃スタッフ�スタッフ�
募集♪募集♪

主婦（夫）歓迎！WワークOK!

未経験者未経験者
歓迎♪歓迎♪

仕　事▶�客室清掃・ベッドメイクなど�
給　与▶時給890円～
時　間▶9:30～15:00（実働5.5h）

◆客室清掃スタッフ　★女性活躍中！

千歳 パ ホールスタッフ、清掃スタッフ

仕　事▶原料野菜の選別・乾燥・検品・箱詰め業務
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶�時給1,000円～�

※22時以降時給1,250円
時　間▶�①8:00～17:00（実働7時間）�

②9:00～17:00（実働6時間）�
③16:00～0:00（実働7時間）

休　日▶土日　※平日休みも応相談
待　遇▶社保完備、交通費規定支給、制服貸与
勤務先▶千歳市

4月26日(火)�10:00〜12:00/富丘コミュニティセンター�
14:00〜16:00/鉄東コミュニティセンター

4月27日(水)�10:00〜12:00/北新コミュニティセンター�
14:00〜16:00/泉沢向陽台コミュニティセンター

お近くのコミュニティセンターでお待ちしております

どんなお仕事があるかな？お仕事についてイロイロ聞いてみたい！
お仕事説明・相談会開催！

お問い合わせはお気軽に♪

HP▶https://job-star.jp/

�0120-900-110�0120-900-110
【担当�三宅】　受付/9:00～

千歳営業所営業再開！
あなたの明日にしっかりと寄り添います！！

毎週抗原検査を実施し、社員の体調管理や感染対策等、 
積極的に取り組んでいます。

他にもお仕事
イロイロ！

僕が目印！

予約�予約�
不要不要

求人例

(株)セイショウ�アウトソーシング事業部�千歳営業所 千歳市朝日町8丁目�
1206番地51

労働者派遣事業（派01-300201）

10名募集10名募集

千歳 派 原料野菜の選別・乾燥・検品・箱詰め

医療法人社団�いずみ会北星病院千歳市清流5丁目1-1

ホームページの 
LINE友だち追加からも応募OK

☎0123-24-1121
【担当/道下】休　日▶4週6休、正月夏期休暇

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

共通項目

資　格▶看護師、准看護師免許
給　与▶�月給266,400円～（経験5年）�

※特別手当、夜勤4回分(1回14,000円)を含む�
※遅出・土日勤務手当別途支給

時　間▶�①9:00～17:00　②16:30～翌9:00�
③13:00～21:00�他�※シフト制

◆ソーシャルワーカー
資　格▶医療施設等での勤務経験3年以上
給　与▶�月給191,500円～（経験3年）�

※�社会福祉士資格保持者は�
資格手当/月10,000円支給

時　間▶�月～金/9:00～17:00�土/9:00～12:30

ケアワーカーは実務者研修・介護福祉士資格取得助成制度有ケアワーカーは実務者研修・介護福祉士資格取得助成制度有
助成金内訳:�実務者研修助成金100,000円(条件有)�助成金内訳:�実務者研修助成金100,000円(条件有)�

介護福祉士資格取得助成金150,000円(条件有)介護福祉士資格取得助成金150,000円(条件有)

北星病院北星病院 職員募集！職員募集！
勤務開始日応相談

◆�看護師 残業ほぼなし！残業ほぼなし！
資　格▶ⓐ介護福祉士
給　与▶�ⓐ月給200,700円～（未経験）�

　※特別手当、資格手当、夜勤4回分を含む�
ⓑ月給190,910円～（未経験）�
　※特別手当、夜勤4回分を含む

時　間▶�①9:00～17:00�
②17:00～翌9:00�
③7:00～15:00�他�※シフト制

◆�ⓐ介護福祉士�ⓑケアワーカー 残業ほぼなし！残業ほぼなし！

千歳 正 看護師、介護福祉士、ケアワーカー、ソーシャルワーカー

090-2054-2165 【受付/9〜18時】
担当/南

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

あなたの適正に合ったお仕事がいろいろあります
★ 子育て中、シニアの方も歓迎！★ 子育て中、シニアの方も歓迎！
★ 午前のみ・午後のみ等都合に合わせてお仕事できます！★ 午前のみ・午後のみ等都合に合わせてお仕事できます！

千歳市中央539-7みなみ農園

仕　事▶�野菜の収穫・選別、配送、直売所での接客販売等
期　間▶�即日～11月末頃
給　与▶�時給900円～�

（試用期間有/時給889円）
時　間▶�8:00～17:00の間で応相談�

※短時間も可　応相談
休　日▶�週1日～　※応相談
資　格▶�車通勤できる方
待　遇▶交通費規定支給、労災保険

男女共に男女共に
活躍活躍できますできます

即日勤務即日勤務
OKです!OKです!

千歳 ア パ 農作業

まずはお気軽にお電話ください。面接には写真付履歴書をお持ちください。
パパーーララーー恵み野恵み野 恵庭市恵み野西1丁目4番 ☎36-4114受付/平日9〜17時

◆駐車場スタッフ
仕　事▶�店内床のモップ拭き、�

駐車場のゴミ拾い、分別等
給　与▶時給889円
時　間▶�7:30～11:00（休憩15分）
勤　務▶週3日程度

◆清掃スタッフ
仕　事▶�店内清掃全般、�

トイレ、玄関等の清掃、�
（お客様の周り）�
空き缶・ゴミ回収

給　与▶時給900円～
時　間▶�13:00～23:00�

�※実働4～6ｈ
勤　務▶週3日程度

資　格▶�未経験歓迎※駐車場と閉店後清掃のみ高卒以上
待　遇▶制服貸与、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶�恵庭市恵み野西1丁目4（厨房は本店のみ）�

北広島市中央3丁目6-1

共通
項目仕　事▶�閉店後の店内及び�

バックヤードの清掃
給　与▶時給1,210円
時　間▶23:00～24:00
勤　務▶週3日程度

◆閉店後清掃スタッフ

仕　事▶�アミューズメント施設内の�
厨房にて、簡単な調理業務

給　与▶時給890円
時　間▶�9:00～15:00の間で�

3～5h程度
勤　務▶週2～3日

◆厨房スタッフ
スタッフ募集!スタッフ募集! 時間応相談！

恵庭・北広島 パ 清掃、厨房

まずはお気軽にお電話ください！

スタッフ若干名

主婦（夫）さん・学生さん・フリーターさん!! 大歓迎です!!

駒そば亭 千歳市柏台南1丁目
5-2（JR南千歳駅すぐ）

仕　事▶�ホール・厨房
時　間▶�10:00～17:30の間で4～7h　�

※曜日により変動
勤　務▶週2日～　※応相談
資　格▶�未経験者歓迎、土日働ける方歓迎
給　与▶�時給900円～（試用期間3ヶ月/時給889円）
待　遇▶�社保・雇用保険有、交通費規定支給、昇給有、

正社員登用有、有給休暇有、食事付、制服貸
与、車通勤可（無料駐車場有）

千歳市駒里
農業協同組合

☎40-8816 担当/中村・宮本
【受付時間/11:30～14:00を除く】

働き方
ご相談
ください。

急募
美味しいまかない美味しいまかない
あります。あります。

千歳 パ ホール・厨房


