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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

電力供給販売・設備
冷暖房機器販売・設備
住宅機器関連商品・ガレージ・物置・カーポート

営業
品目

〒061-1431恵庭市有明２丁目13-9

何かあったら…
すぐタケムラ

千歳市幸町
2丁目3-2☎0123-26-5061 受付/14～18時 

担当/浅野、山川

まずはお気軽にお電話ください。

◆ ホールスタッフ アルバイト

仕　事▶ 接客、配膳、料理説明、片付け等
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給1,050円 

※22時以降深夜割増有
時　間▶ 17:00～23:00の間 

※予約状況による
勤　務▶週3～5日程度
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与

◆ 洗い場・調理補助 パート

仕　事▶洗い場・簡単な調理補助等
資　格▶ 主婦（夫）歓迎、未経験者歓迎
給　与▶ 時給950円 

※22時以降深夜割増有
時　間▶ 17:00～23:00の間 

※予約状況による
勤　務▶週3日程度 
待　遇▶交通費規定支給

ホールスタッフ

スタッフ募集
洗い場・調理補助

未経験者歓迎！

千歳 ア ホールパ 洗い場・調理補助

生活情報紙 「ちゃんと」 の営業スタッフを募集します。

営業募集
仕　事▶ 生活情報紙｢ちゃんと｣の 

広告・企画営業
資　格▶ 要普免、 

千歳・恵庭市内在住の方、 
エクセル操作できる方

給　与▶ 月220,000～
420,000円

時　間▶ 9:00～18:00 
（休憩95分） 
※月曜日は若干の残業が 
　あります。

休　日▶ 日曜日、隔週土曜日  
※月6～8日

待　遇▶ 各社保完備、交通費規定 
支給、昇給・賞与有（業績に
よる）、諸手当有、車通勤可、 
試用期間1～3ヶ月位有

千歳･恵庭エリアの
生活情報紙発行

応　募▶写真付履歴書（手書き）をご郵送ください｡書類選考の上、後日ご連絡致します。

☎0123-27-0911
〒066-0073 千歳市北斗4丁目13-20 ■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

正社員
あなたの「好き！」を活かしませんか？

千歳・恵庭 正 営業

仕　事▶ 機器を使用したエステ業務
資　格▶ 不問、エステ経験あれば尚可、 

店長候補のみ美容職経験3年以上
給　与▶ 正社員/月給260,000円～ 

店長候補/月給270,000～350,000円 
パート/時給1,000～1,400円

時　間▶  正社員/9:30～19:00、 
パート/9:30～14:30、14:00～19:00

休　日▶ 日曜日含む週休2日　※シフト制
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、昇給賞与有、共済会

〒066-0027 千歳市末広3丁目7-14　ラ・コール藤102

まずはお気軽にお電話ください。

エイジレスサロン EVERY
☎0123-25-8220 受付/9～21時

担当/吉田・ホウジ

OPEN予定‼5/11
千歳 正 パ エステ業務

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-26-2191 《担当》
つのだ

仕　事▶ 新車、中古車の販売業務、軽整備、他
資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許（AT限定OK）
給　与▶ 月160,000円～ 

※例/月200,000円以上も可能 
※試用期間1～6ヶ月/時給889円～

時　間▶ 10:00～19:00（実働8h）
休　日▶ 4週8休、他シフト制、年末年始 

※会社カレンダーによる
待　遇▶ 各社保完備、業績賞与年2回、 

燃料手当、交通費規定支給、車通勤可、 
カップ式飲料機使い放題

スターオート
千歳市東雲町5丁目7-3 株式会社スターオート 千歳店

http://starauto1995.com/

正社員
募集!

短時間のパート事務員さんも同時募集

千歳 正 販売、軽整備

★経験者歓迎 !
★車好きな未経験者歓迎‼

仕　事▶ レンタカーの受付等 
※ 仕事を覚えて、もっと頑張りた
い方は時給UP！

資　格▶ 経験者歓迎、要普通免許（AT限定OK）
給　与▶ 時給900円～
時　間▶ 7:30～19:00の間でシフト制  

※応相談
勤　務▶ 週3日～ ※シフト制 

※土・日曜のみ・Wワーク等応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

カップ式飲料機使い放題

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-26-2191《担当》つのだ

ニコニコレンタカー千歳市東雲町5丁目7-3 
千歳東雲町店

事務スタッフも同時募集！
1日3～5h 
週2、3日で応相談！

短
時
間 時

給 889円～

千歳 ア パ レンタカー業務

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

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

ホームヘルパー募集!

 仕　事▶管理・収穫・選別等の農作業
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給900円～　※試用期間/同条件
時　間▶ 8:30または9:00～13:00または16:00 

※応相談
休　日▶ 土曜日　※応相談
勤　務▶ 週2～6日　※応相談
期　間▶ 随時～10月末頃まで
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、車通勤可

まずはお気軽にお電話ください。 担当/寺澤

恵庭市下島松627寺澤農園
090-3112-4089［受付時間］

9:00～19:00

未経験者・主婦（夫）さん歓迎!!

勤務時間・働き方等ご相談ください♪
地元の方歓迎★

Wワーク
OK

恵庭 パ 農作業

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

千歳・その他 派 ①材料投入・機械操作・他②フィルム袋製造の機械OP、他③目視検査④検品・運搬

千歳 パ 清掃

WEBで手軽に
おシゴト探し

いつもの
移動時間

検索ちゃんと 求人ナビ

でも

WEBなら

毎週木曜日
更新中！

https://chanto.biz/qnavi/

おシゴト探せる♪

お仕事
ファイル

体力

冷静度

コミュニケーション能力

飲食店などで接客をする職業。料理の提供や片付けのほかにも、備品の管理・
補充や店内清掃など店内業務全般をこなす。

あったら
いいかも
資格

あったら
いいかも
スキル

頭
の
中
で
情
報
を
整
理
し
、臨
機
応
変
に

対
応
す
る

ホールスタッフ

●レストランサービス技能士


