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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】

仕　事▶  接客、査定、買取等の店舗営業業務
資　格▶ 未経験者歓迎、土日祝勤務可能な方
給　与▶ 時給1,100円　 

※試用期間3ヶ月/時給950円
時　間▶  10:00～19:00の間で5～8h　 

※応相談
勤　務▶ 土日含む週3～5日　※応相談
待　遇▶ 各社保完備、 

交通費規定支給、車通勤可

恵庭市恵み野里美2-15 フレスポ恵み野モール棟 

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-25-5551
買取専門店 恵庭フレスポ恵み野店わかば

受付/10～19時
担当/柳田

恵庭 パ 店内業務
ブランド品の知識や業界の 
専門知識は一切不要ですスタッフ募集!

未経験者
歓迎!

資　格▶ 下水道工事、法面工事等の経験が
ある方、ユンボ経験年数8年以上

給　与▶ 月給300,000円～

街道建設株式会社 〒061-1405
恵庭市戸磯76番地16

60歳以上の方も歓迎します。
（本社）☎0123-33-8100

（24時間） 090-8638-5842
応募

期　間▶ 即日～翌3月末頃 
※状況による、委細面談

時　間▶ 8:00～17:00
休　日▶ 日曜日・悪天候時、 

GW・お盆・正月（当社規定による）
待　遇▶ 諸手当有、社保有、退職金制度有、

経験・年齢により給与等考慮有

資　格▶ 要普免
給　与▶ 月給200,000円～

②土木作業員

①重機オペレーター

共通項目

恵庭 期 重機オペレーター、土木作業員

◆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▶ 即日～10月
時　間▶ 8:00～17:00の間で4～8h（応相談） 

★短時間勤務もOKです!
勤　務▶ 週2日～OK！　勤務先▶ 千歳市中央2529-11

＊＊＊すぐ働けます！！＊＊＊
★金・土曜のいずれか1日だけでもOKです！

◆農作業スタッフ
仕　事▶ 農作物の収穫等
期　間▶即日～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

（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

ご連絡待ってます♪

急募

給　与▶ 時給890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

共通
項目

恵庭市北柏木町3丁目26
千歳市美々1292番地39号

恵庭営業所
千歳営業所

充実の好待遇！ 資格取得制度でスキルアップも！

仕　事▶ 建設機械の軽整備、営業
資　格▶ 高卒以上、未経験者歓迎、経験者優遇、要普免、

中型免許（入社後に会社負担にて取得）
給　与▶ 月給205,805円+諸手当 ※昇給年1回有
時　間▶  8:00～17:30（実働8h、シフト制）
休　日▶ 日曜、祝日他、GW、夏季・冬季休暇 

※土曜日は隔週休み 
★冬季リフレッシュ休暇有

待　遇▶ 各社保完備、昇給年1回、賞与年2回、 
交通費規定支給、車通勤可、諸手当（超過勤務、
通勤、営業、家族、住宅）有、資格取得制度有

勤務先▶ 恵庭・千歳

軽整備 正社員募集営業

冬季リフレッシュ休暇有（5日～9日連続必取）

[履歴書送付先]
〒007-0824 札幌市東区東雁来4条1丁目1番37号
富士レンタル株式会社 管理部

☎011-786-5401
http://www.fujirental.co.jp/contact/お問合せフォーム

担当/鬼原（キハラ）

お電話にてご連絡の上、下記の住所まで写真付き履歴書を
郵送ください。書類選考後、試験日時等ご案内致します。

「Q人ナビを見ました」とお伝え頂くとスムーズです。
（メールの方は一言添えてください）

応募

千歳・恵庭 正 軽整備、営業

千歳市泉沢1007-132
北海道日興電気通信㈱HOKKAIDO

まずはお電話ください。WEB面接も可能。

☎0123-28-1201 担当/佐藤・大滝

仕　事▶ OA機器をご利用中のお客様へ、専門スタッフ
が保守サービスに伺う日程調整を電話で行い
ます。受付内容のデータ入力等、事務作業も有。

期　間▶ 2ヶ月毎の更新制（長期勤務可能）
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）歓迎、 

PCの基本操作可能な方（入力等）
時　間▶ 8:30～17:30（実働8h）
給　与▶ 時給950円～ 

月収例/週5日×1日8h=152,000円可能
休　日▶ 土日祝、他、会社カレンダーによる、GW、お盆、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、交通費規定支給、 

車通勤可(無料駐車場有）、社員食堂利用可、
送迎バス有（会社～JR千歳駅間）、 
試用期間2ヶ月（同条件）

未経験歓迎♪
契約社員への登用チャンスあり！

電話応対・事務スタッフ 
募集！

クレーム対応ではありません！ 
専門スタッフが保守サービスに 
伺う日程の調整や機器の 
状況確認をお願いします。 
専門知識は必要なし♪

★ JR千歳駅から無料送迎バス運行中!
★ お休み充実！年間休日126日 ※2022年度

千歳 ア パ 電話応対・事務

仕　事▶ プール施設の清掃、物品の管理
資　格▶ 恵庭市内に住む18～70歳位迄の方
時　間▶ 平日/15:00～17:00（実働2h）
給　与▶ 日額1,968円
勤　務▶ 平日のみ 

※土日、祝日、夏休み期間（7/26～8/18）の勤務はなし
期　間▶ 令和4年6月17日（金）～9月5日（月）
勤務先▶ 市民プール（恵庭・若草いずれかを担当） 
待　遇▶ 距離（2km以上）により通勤手当有

履歴書を下記住所へ郵送、または直接提出してください。

☎21-9900平日9時～17時担当/衛藤（エトウ）
NPO法人
恵庭市体育協会 〒061-1449 恵庭市黄金中央 

5丁目199-2 恵庭市総合体育館内

履歴書締切
5月23日（月）まで

2022年度

市民水泳プール管理人 募集!
若干名

恵庭 ア パ プール管理人

担当/中野☎0123-39-2133
〒061-1433 恵庭市北柏木町5丁目3-1

履歴書（写真貼付）を下記担当者宛に
郵送いただくか、直接お電話ください。応募

女性が活躍している職場です!!

株式会社 恵庭商品物流センター

給　与▶ 一般商品仕分け担当/時給914円 
重量物含む商品仕分け担当/時給1,054円

時　間▶ ①9:00～15:30 ②③④9:00～17:00
勤　務▶ ①週4日以上 ②週3日以上 

③月、木 ④月、火、木 
※①と②は曜日応相談

休　日▶土・日
資　格▶ 祝日勤務可能な方、 

60歳未満の方（定年60歳の為）、学生不可
待　遇▶ 勤務時間により社会保険適用、有給休暇有

（6ヶ月勤務後付与)、交通費規定支給（月額 
上限15,000円）、制服貸与、車通勤可

長期可能な方歓迎!

社会保険
適用可

扶養内
OK!!70歳まで

の再雇用
制度有

商品の仕分けや各店舗への発送準備作業

恵庭 ア パ 商品仕分け担当

千歳市北栄2丁目31-10 小僧寿し 北栄店 

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-24-8066 担当/宮内・宮崎 

仕　事▶ お寿司の製造・販売
資　格▶ 未経験者歓迎、高校生、 

大学生、専門学校生可
給　与▶ 時給900円～
時　間▶ 17:00～20:00、 

土日祝/15:00～20:00
勤　務▶週3～4日 ※時間応相談
待　遇▶車通勤可、制服貸与 

◇店舗スタッフ

スタッフ募集
未経験者歓迎です!!

千歳 ア パ 店舗スタッフ

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

★7月に新店OPEN予定！オープニングスタッフ同時募集♪

☎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

歓迎！
恵庭 ア パ ホール・キッチン

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちいただくかご郵送ください。

担当/ 尾田☎0123-26-1155
千歳市千代田町
6丁目1番地

シルバー世代歓迎

希望休み取得可

朝食バイキング
調理補助スタッフ募

集

仕　事▶ 簡単な調理補助
時　間▶ 10:30～21:00の間で5h程度、応相談

◆ 調理補助

仕　事▶ 簡単な調理、料理の補充、食器片付けなど
誰にでもすぐに覚えられる仕事です。

時　間▶ 5:00～9:30

◆ 朝食バイキングスタッフ

資　格▶ 年齢不問、シルバー世代歓迎
勤　務▶週3日～　※応相談
給　与▶ 時給900円～ 

※研修期間有/時給889円
待　遇▶ 社保完備、希望休日取得可、 

制服貸与、交通費規定支給、 
車通勤可（無料駐車場有）

共通項目

千歳 ア パ バイキングスタッフ、調理補助

仕　事▶ レストランバーでのホール・接客業務。 
ゆくゆくはドリンク作り等もお願いします。

時　間▶  10:30～22:30の間で5h～　※応相談
給　与▶ 時給930円～　 

※試用期間（勤務30日）は時給900円
勤　務▶ 週2日～　※時間や曜日固定勤務も可
待　遇▶  各社保完備、交通費全額支給、制服貸与、食事

補助有、昇給年1回（規定有）、 
資格取得制度有、有給休暇

千歳市美々 新千歳空港国内線 ターミナルビル3階（市電通り食堂街）
The Earth rook&tarry

お酒の基礎知識がなくても大丈夫！

まずはお気軽にお電話ください。
【受付/10～22時】　【担当/笹崎】☎46-3959

日本バーテンダー
協会加入店舗

千歳 ア パ 接客

㈱北海道グリーンハウス
札幌市中央区北3条西2丁目8番地　さっけんビル2F

【勤務先】 
恵庭南病院

調理補助・食器洗浄
スタッフ募集

担当/おぐら☎011-232-2430
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。面接は勤務先で行います。

給　与▶時給900～1,000円
時　間▶ 5:00～14:00、 

10:00～19:30 
（実働8h）※シフト制

休　日▶ シフト制

❶調理補助

❷食器洗浄

早番手当 
支給！

給　与▶時給891円
時　間▶ 17:00～19:30 

(実働2.5h) 
18:00～19:30 
(実働1.5h)

休　日▶シフト制

Wワーク 
OK!

時間・日数 
応相談♪

恵庭 パ 調理補助、食器洗浄

期　間▶5月下旬スタート予定
仕　事▶店頭販売　※簡単なパン製造もあります
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶ 時給900円～
時　間▶ ①8:30～13:30（実働5h） 

②13:00～19:00（実働5h） 
③8:30～19:00の間で実働8h 
※シフト制　※応相談

勤　務▶週3～5日　※火曜定休日
待　遇▶雇用保険、車通勤可、制服・エプロン貸与
勤務先▶ BOB GEORGE（恵庭市住吉町1丁目1-1）

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は恵庭市の系列飲食店にて行います

 090-8900-0296 担当/脇田
受付時間/11:00～17:00

BOB GEORGE
5 月下旬オープ ン 予定

 

(株)ハイハット 【恵庭事業所】恵庭市漁町179番地

恵庭 ア パ 販売スタッフ
恵庭市内に
ベーカリー店

一緒に頑張りましょう!! 

介護職員募集 

札幌市豊平区月寒
西1条2丁目1番28号 ㈱ケーサポート

まずはお気軽にお電話ください。
面接は勤務先にて行います。

☎011-807-8029
【受付/9:00～17:30　担当/斉藤・高橋】 

◆介護職員（正職員・パート)
 グループホーム ヤマブキの家（北広島市中央4丁目7-5） 
仕　事▶ 認知症高齢者グループホームでの 

介護業務全般、生活支援
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇

◆介護職員（正職員・パート)
小規模多機能型居宅介護 ヤマブキ（北広島市中央4丁目7-5） 
仕　事▶ 小規模多機能型居宅介護での 

介護業務全般、生活支援、送迎業務
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇、要普通免許

【共通項目】
給　与▶ 正職員/月給157,000～230,000円 

　　　 夜勤手当+資格手当+調整手当 
　　　 ＋処遇改善手当別途支給 
【月収例】 介護福祉士/夜勤月4回で202,000円 

無資格者/夜勤月4回で178,500円
　　　　パート/時給1,000～1,050円(処遇改善手当含む）
時　間▶ ①8:00～16:30（実働7.5h） 

②9:00～17:30（実働7.5h） 
③10:30～19:00（実働7.5h） 
④17:00～翌9:30（実働15h） 
★正職員は①～④シフト制、パートは応相談

休　日▶ 正職員/月8日（シフト制、休み希望応相談）
勤　務▶ パート/週3～5日（応相談）
待　遇▶ 各社保完備（労働時間による）、 

交通費規定支給、車通勤可、 
食事補助（1食200円)、賞与年2回、有給休暇、 
夜勤手当1回5,000円(6回目より1回6,500円)

★日勤のみ・夜勤のみの勤務も可能!!
★勤務開始日ご相談ください。

資格取得支援制度有

未経験の方もブランクがある方も 
スタッフが親身に指導します♪

北広島 正 パ 介護職員


