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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

《共通項目》
期　間▶即日～10月末位迄 
給　与▶時給950円
休　日▶ 週1日～　※応相談
待　遇▶ ガソリン代規定支給、食事付

時　間▶ 10:00～15:00（時期により変動有）
◆ 売店販売 ……………… 3名募集

◆ 食堂ホール・洗い場 …… 2名募集

千歳市支笏湖温泉
支笏湖レイクサイドキッチントントン
★面接時の交通費は当社が負担します。
応募 ☎0123-25-4011

担当/堀

支笏湖畔のお店です♪
土日のみの勤務OK!

土日祝・夏休みの 
学生アルバイトも 

歓迎！

千歳 ア ホール・洗い場、販売

時　間▶ 11:00～15:00 年配の方も活躍できます
仕　事▶ アクセサリー、貴金属、宝飾品などの接客販売及び付

帯するディスプレイ・商品管理・レジ業務・清掃など
資　格▶ 高卒以上、35歳以下（若年層キャリア形成の為）
給　与▶月154,093円 試用期間(原則3ヶ月)/時給889円
時　間▶ 8:45～17:45、11:00～20:00、12:10～21:10

※シフト制
休　日▶月7～8日　シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、駐車場代会社負担、

昇給有、賞与年3回、有給休暇、アニバーサリー休暇
勤　務▶ アクセサリーPePe　イオンモール札幌平岡店/

札幌市清田区平岡3条5丁目3-1
写真付き履歴書を 
郵送ください。

〒003-0803 
札幌市白石区菊水3条3丁目1-28

☎011-823-2110株式会社　ほしの

 販売ノルマなし
 未経験者大歓迎♪

その他 正 販売

正社員募集

まずはお気軽にお電話ください。

仕　事▶ホール業務、洗い場、調理補助
給　与▶時給900円～ ※試用期間/時給890円
時　間▶ ①10:30～14:30　②18:00～22:00 

※シフト制、前後有
勤　務▶週2～6日
休　日▶月曜日(定休日)
待　遇▶制服一部支給、賄い有、社員登用有
勤務先▶ イタリア酒場宙(恵庭市恵み野西2丁目2-14）、 

生蕎麦焼き鳥炉端煽(恵庭市恵み野西2丁目2-8）、 
昔風中華蕎麦そうすけ(恵庭市恵み野西1丁目8-3）

恵庭市恵み野西2丁目2-8
YUSHIN GROUPユーシングループ
☎0123-21-8809 担当/溝口

昼パート主婦（夫）さん
夜アルバイト学生・フリーター

恵み野で3店舗 
営業しています！

歓迎！

恵庭 ア パ ホール・キッチン

資　格▶ 金・土に勤務できる方歓迎。 
経験・年齢問わずできる仕事です。

時　間▶ 6:00～15:00の間で応相談
給　与▶時給900円～　※経験に応じて
休　日▶ 基本水・日曜、祝日、GW、お盆、年末年始 

※水・祝日、出勤の場合有
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、正社員登用制度有

◆野菜のカット等の加工業務

千歳市上長都958（千歳市公設地方卸売市場内）
株式会社 恵千フーズ

https://peraichi.com/landing_pages/view/keisen-foods
お仕事紹介ページも是非ご覧ください！▼

勤務開始日応相談!!

☎0123-40-1010［受付］
9～16時

●まずはお電話ください。担当/大道寺

長期歓迎
千歳 パ 加工

恵庭市西島松418-3◆エルシーメロン・あじうり・カボチャの開発元

期　間▶6月下旬～8月上旬頃
仕　事▶カボチャの交配作業等
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給900円
時　間▶ ①8:30～12:00 

②13:00～17:00 
③8:30～17:00 
※選択可

勤　務▶週5～6日
休　日▶ シフト制 

※予めお休み希望を 
　伺います。

待　遇▶ 通勤補助有、駐車場有

(有)萩澤育種研究場恵庭本社

☎36-8630 担当/採用担当

お気軽にお電話ください。

短時間でも、フルタイムでも働き方選べます♪

募
集

短期

お休み希望
ほぼ100％!

アルバイト
簡単で、 
毎年人気♪

恵庭 ア カボチャの交配

まずはお気軽にお電話ください。

就労継続支援B型事業所カウピリ
応募 ☎0123-25-6566

仕　事▶ ①ミシンを使用して、布や革の小物の制作 
※初めての方でも取り組めます。 
②スマホのコーティング施行 等 
③施設外就労(農家での軽作業)

資　格▶ 身体・知的・精神・難病等があり、 
障がい者手帳・受給者証をお持ちの方。 
（お持ちでない方もご相談ください。）

給　与▶工賃時給300～最大600円
時　間▶9:30～15:30　※要相談
勤　務▶月～金　※週1日～OK　要相談
待　遇▶ JR千歳駅までの送迎有（他の地域への送迎

も応相談）、食事有

就労継続支援B型事業所

Kaupili
千歳 パ 作業スタッフ

利用者様と職員が共に支え合う職場です。

〈勤務先〉千歳市清流 2丁目 3 - 4

カウピリ

障害のある
方のための
お仕事です

時　間▶16:00～18:30（実働2.5h）
勤　務▶週1～3日程度
休　日▶日曜日

時　間▶16:00～19:00（実働3h）
勤　務▶週4～5日　※車通勤可
休　日▶日曜日

◆流通3丁目/デイサービス

◆新富1丁目3-5

時　間▶ ①6:00～10:00（実働4h） 
②17:30～20:00（実働2.5h）

勤　務▶月～金曜、週2日～　※シフト制、応相談

◆北光2丁目/院内

Wワーク 
  OK！

給　与▶時給890円
待　遇▶交通費規定支給、車通勤不可共通項目

千歳市美々新千歳空港内 ターミナル アネックスビル2F

受付/9～17時
※日・祝を除く

■総合施設管理 千歳支店日興美装工業㈱

まずはお電話の上、面接の際に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-1171

清掃 スタッフ募集中

 

千歳 ア パ 清掃

仕　事▶ ①朝届いた荷物のバーコードをタブレット端末でスキャンしお客情報を入力 
　(スマートフォンなどの文字入力がで出来ればすぐに覚えられます。） 
②登録した荷物を配送別に仕分けする（極端な重量物はほかのスタッフが運びます。） 
　※一週間程度の研修有

資　格▶未経験者歓迎、主婦（夫）歓迎、学生歓迎 
給　与▶時給1,000円～
時　間▶  5:00～8:00の間で2～3h　※勤務時間調整可能
勤　務▶ 週1～5日　※応相談(平日のみOK　曜日の固定も応相談)
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場有）、制服貸与 

千歳市流通2丁目3-10
千歳旭ヶ丘
営業所ヤマト運輸㈱

千歳 ア パ 宅急便仕分け

まずはお気軽にお電話ください。担当/水戸

080-5451-8588

ヤマト運輸宅急便 
「早朝」仕分けスタッフ募集

★バイトデビュー歓迎
★お友達との応募も可

★WワークOK
★短期・長期選べます

コープさっぽろパセオすみよし店、スーパーアークス千歳店から車で約5分！

スキマ時間や学生さんの 
長期休みのアルバイト、 
定年後の方も歓迎します

年齢性別問わず活躍中！

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、社会保険完備、作業服貸与、交通

費当社規定支給、有給休暇有、能力に応じて昇給有
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㈱ 担当/酒井☎0123-33-9660新車
担当/ 三浦・傳法(デンポウ)☎0123-47-8000

トヨタカローラ札幌
簡単作業! 扶養内OK！未経験者歓迎!

恵庭 契 洗浄ライン作業

短時間・扶養内勤務も同時募集！
・勤務例/ 9～14時 

13～17時等
・週3日～OK！
・働き方イロイロ！

総合物流センター
恵庭市北柏木町3丁目73 中古車

直売所スタッフ募集!

勇払郡安平町
早来富岡210-20

仕　事▶ 花と野菜の直売所「サックルズファーム」で
の店内業務（レジ打ち、商品の陳列、袋詰め
など）、配送業務

資　格▶ 未経験者・経験者ともに歓迎、 
車通勤できる方（公共交通機関が少ない為）

給　与▶  時給900円～
時　間▶8:30～17:00の間で実働7h（休憩1h）
休　日▶月10日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、有給休暇、 

社員割引有

受付/平日9:00～17:30　　担当/笠井
☎0145-26-2800
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

残り若干名の募集です

明るく
和気あいあい
とした職場です!

未経験者歓迎

安平 ア パ 直売所業務

時　間▶ 4～12月/8:30～17:00 
1～3月/9:00～16:00

時　間▶ 4～12月/6:00～19:00の間で
　　　　　シフト制 
1～3月/9:00～16:00

シャムロックカントリー倶楽部
千歳市柏台1390番地3☎0123-22-2111電話の上､写真付履歴書を 

お持ちください｡

【共通項目】
資　格▶ 総務・経理等の経験者尚可、 

基本的なPC操作可能な方、 
車通勤可能な方

給　与▶ 月16～18万円
休　日▶ 4～11月/4週6休 

12月/土日 
1～3月/金土日祝

待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 
制服貸与、昇給・賞与有※公共交通機関が不便な為、車通勤できる方の募集です。

新千歳空港から車で

約5分

◆総務・経理事務

◆フロント及び総務

総務・経理事務
フロント・総務

募
集

千歳 正 総務・経理事務、フロント・総務

電話連絡のうえ、写真付履歴書を郵送ください。
恵庭市戸磯368-4〒061-1405 担当/道端（みちはた)

☎0123-21-8005【平日/8:30～17:30】

◆箱詰め包装員（物流部）
仕　事▶ 倉庫内での和洋菓子商品の箱詰め・包装業務
時　間▶ 9:00～18:00　※実働7時間45分

《共通項目》
期　間▶ 入社後～令和4年9月30日　※原則更新
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶時給890～ 1,000円
休　日▶4週8休　シフト制 
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与(製造のみ)、昇給年2回、有給休暇

仕　事▶ 和洋菓子の製造（ライン作業)、菓子の包装、梱包、
製造機械の洗浄、工場内の洗浄、他生産に関わる
業務全般

時　間▶ 8:30～17:30　※実働7時間45分

◆和洋菓子製造（製造部）

恵庭 パ 箱詰め、製造

ほんま恵庭工場株式会社

スタッフ
募集！

ウェブサイトもご覧ください▼ 
※24時間365日応募受付OK!

仕　事▶ 入院病棟での看護師の補助業務 
（事務補助、電話対応、軽介助）

資　格▶ 高卒以上、資格不問、 
医療事務経験あれば尚可

給　与▶ 時給1,100円
時　間▶ 月・火・木・金/8:45～17：30 

水・土/8:45～12:45 
※時間・勤務日応相談

休　日▶日曜、祝日、年末年始

病棟クラーク 準職員

社会福祉士 正職員

仕　事▶患者様の相談や支援に係る業務全般
資　格▶ 社会福祉士資格、Excel・Wordの 

基本操作、社会福祉士の業務経験が
あれば尚可

給　与▶※詳細は面談にてお伝えします。
時　間▶ ①8:45～17:30 

②8:45～12:45（水・土)
休　日▶シフト制

《共通項目》 
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

社会福祉士
病棟クラーク

（医）豊友会 千歳豊友会病院 Chitose Houyukai Hospital

〒066-0034 千歳市富丘1丁目618-6
医療法人社団 豊友会 千歳豊友会病院 
人事担当宛☎24-4191

電話

 

https://www.foryou-hp.or.jp
未経験者も
応募可

千歳 正 社会福祉士準 病棟クラーク


