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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

ブランクある方もご相談ください
仕　事▶ 歯科衛生士
資　格▶有資格者
給　与▶ 月給179,000～227,000円 

※歯科衛生士手当を含む、能力・経験により優遇
時　間▶  9:30～18:30
休　日▶ 水･日曜、祝日、GW、お盆、年末年始
待　遇▶ 社保完備、昇給年1回、賞与年2回、皆勤手当（月1万円）、

歯科衛生士手当（月1万2千円）、交通費規定支給、 
車通勤可、制服貸与

医療法人社団 日本矯正歯科学会認定医

〒066-0062　千歳市千代田町6丁目41

まずはお電話のうえ、写真付
履歴書をお持ちください。

☎42-0187
担当/採用係

歯科衛生士 募集!!
千歳 正 歯科衛生士

時　間▶ 6:00～15:00の間で応相談
給　与▶時給900円～　※経験に応じて
資　格▶ 経験・年齢問わずできる仕事です。 

繁忙な金・土に勤務できる方歓迎。
休　日▶ 基本水・日曜、祝日、GW、お盆、年末年始 

※水曜、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

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！▼

☎0123-40-1010応 
募

【担当】大道寺
【受付】9～16時

◆野菜のカット等の加工業務
勤務開始日応相談!! 長期歓迎
千歳 パ 加工

まずはお気軽にお電話ください。面接は現地で行います。

仕　事▶ 自衛隊内にある売店での品出し・レジ・清掃等
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給906円～ ※昇給有
時　間▶[平日] 15:00～20:00の間で実働4～5h
　　　　[土・日・祝]10:00～15:00
勤　務▶週4～5日
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、 

車通勤可（無料駐車場有）、有給休暇、 
制服（エプロン）貸与、試用期間3ヶ月有

勤務先▶ 東千歳駐屯地 東厚生センター内

千歳市祝梅1016
☎0123-40-2531
㈲ティーワイコーポレーション 東千歳店

担当/五
い か り
十里

勤務時間、ご相談ください!
◆売店スタッフ

千歳 パ 店内業務全般

1,100円時
給

一般労働者派遣事業（派01-300285）
千歳市東雲町
1丁目9-6㈱マグナクルー

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

★随時面接致します。
【月～金曜】9～18時0120-357-337

080-5729-7602 （土・日曜、祝日）

［恵庭市戸磯］電子機器の部品製造 ★増員募集
仕　事▶ プリント配線基板検査・製造業務。素材の穴あ

けや、切断等、機械を使用した作業が中心です。
重労働はありません。

期　間▶ 即日～長期　　
資　格▶ 未経験者歓迎、資格不問
給　与▶ 時給1,100円 

※22時以降深夜割増（時給1,375円）
時　間▶ 8:30～17:00、20:30～翌5:00 

※シフト制
勤　務▶ 4勤2休または5勤2休（会社カレンダーによる）
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、無料P有、各社保完備

★もくもくと軽作業ができる!
★しっかり稼ぎたい方にオススメ!
★未経験者歓迎！

長期安定!

恵庭 派 部品製造

恵庭も通勤圏内です♪
仕　事▶ 畑作業全般。 

花、ブロッコリー等の野菜の収穫、選果、 
管理作業等。

資　格▶ 未経験者歓迎、車通勤できる方
給　与▶時給920円
時　間▶ 6:00 or 8:00～17:00 

（3hからOK）
勤　務▶ 週2～6日（応相談） ※時期により繁忙期有 

※土日だけでも可
期　間▶11月末迄（多少変動有）

千歳市
釜加74番地2明成香農園㈱

あ せ か のうえん

スタッフ募集!!
WワークもOK

090-2813-5277
まずはお気軽にお電話ください。面接時履歴書は不要です。

※繁忙期のため、携帯におかけください。㈹☎22-1700

受付/8～17時
担当/東海林

千歳 ア パ 農作業

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

東洋ワークセキュリティ㈱千歳営業所
千歳市幸町3-15エレガンスビル4階

■警備事業（宮城県公安委員会認定第22000353号）

★全国に46営業所を展開！ ☎0123-29-3203

まずはお気軽にお電話ください。
面接時に、写真付履歴書をお持ちください。

面接時間22時まで可能
採用担当/清水

仕　事▶ 警備員の配置・勤怠管理・給与計算・
採用面接・請求書作成等、警備品の
発注管理、現場立ち合い・訪問等

資　格▶ 18～44歳（省令2）
時　間▶9:00～18:00
給　与▶ 月給180,000～210,000円
休　日▶ 週休2日（他会社カレンダーによる）
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、昇給・賞与、

交通費規定支給、資格取得支援制度有、
大手福利厚生サービス会員加入、 
有給休暇、新任教育6日（45h）有、 
試用期間3ヶ月

20代

30代

40代

50代

70代

60代

◀ 警備スタッフの年齢構成（イメージ）

60歳以上の方も 
多く在籍！

コロナ禍でも
売上増収・増益!!北海道エリア

2021年 
昨年対比

2022年 
昨年対比136.7% 148.5%

★  将来、警備会社の業務スタッフ 
として活躍してください！

★  資格取得までは現場警備業務（施設
警備、交通誘導）に従事していただ
きます。

警備スタッフも106名から251名へ増員!

警備会社の内勤業務
社員候補募集 !!

増収・増益につき

2022年と 2020年対比203%
▼ こちらも同時募集中♪

千歳 正 内勤業務

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！

◆早朝7:30～9:00は時給 円～！1,030
◆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。

3/30

即日勤務もOK!　6月から勤務もOK！

勤務開始日は、 
ご相談ください。

千歳 ア パ 販売、調理補助

給　与▶ ①時給1,700円　②時給1,440円　※深夜割増有
時　間▶ ①8:00～17:00　※実働8h 

②8:00～17:00、19:00～翌4:00　※実働8h
休　日▶ 土日祝、GW、お盆休暇（8/13～8/21）
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇制度、制服貸与、交通費規定支給
勤務先▶ ㈱IHIアグリテック構内(千歳市上長都1061-2)

お電話の上、面接時に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-4368
（札幌本社） ☎011-787-3443
 miyoshi-konpou-3443@m7.dion.ne.jp

千歳市上長都1061-2 ㈱IHIアグリテック構内
三好梱包商事㈲ 千歳事業所

一般労働者派遣事業(派01-301226)

工場内作業 
スタッフ募集

①アーク溶接経験者
2名募集

② 部品加工マシンオペレーター 
1名募集 ※夜勤交替勤務有

千歳 派 ①溶接工②機械加工

期　間▶ 即日～11月下旬
資　格▶ 車通勤できる方
給　与▶ 期間社員/時給1,050円～ 

（経験者優遇） 
パート/時給950円～

時　間▶ 期 間社員/5:30～16:00　 
※ 実働7～8h、 
月2～4日4h勤務有

　　　　　※シフト制
　　　　パ ート/5:30～10:30 

※実働4～5h 週5日勤務 
※Wワーク可 
※時間は季節により変動あり

待　遇▶ 各社保完備（期間社員）、 
交通費規定支給（上限月5万円） 
制服貸与、有給休暇、 
従業員食堂あり、 
ゴルフプレー優待制度あり

◆コース管理【期間社員、パート】

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎0144-57-5757
担当/五ヶ市（ごかいち）、川村（かわむら）

〒059-1365 苫小牧市植苗577番地1 

コース管理
スタッフ募集

急募
未経験者歓迎
時間・休日等応相談

★ 有給休暇取得率100%！！

★  女性の方も是非ご応募ください

苫小牧 期 パ コース管理

★  働きやすい環境整備の 
一環として2021年に男女 
トイレ・ロッカー室の 
改修工事を実施しました！

資　格▶未経験者可、接客経験者尚可
給　与▶時給1,000円
時　間▶6:30～15:00、12:00～21:00　※実働7.5h

資　格▶①普通自動車免許　②大型一種自動車免許
給　与▶時給1,100円　※22時以降/時給1,375円
時　間▶ ①15:00～22:50、17:00～22:50　※選択可

②6:00～22:00の間で8h　※応相談

㈱トーティック 千歳市信濃4丁目8-13札幌事業所
■一般労働派遣事業（派01-300501）
☎0123-25-8775応募 【受付/8:30～18:00】採用係

★ほかにもお仕事イロイロ　ご相談ください♪

《共通項目》
期　間▶即日～長期　※3ヶ月毎の更新
休　日▶週休二日制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、日払い・週払い可
勤務先▶千歳市

◆ 新千歳空港ロビー内のラウンジ業務

◆ レンタカー会社での①案内　②シャトルバスドライバー
千歳 派 レンタカー業務、接客

千歳市新富1-3-5社会福祉法人

千歳市社会福祉協議会 ほっとす

☎0123-42-3133
まずはお電話ください。

詳しくはコチラ!
又は「千歳市社協」で検索
その他採用情報有

［受付］月～土/8:45～17:15 ［担当］介護総務係

経験のない方でも始められるお仕事です

給　与▶ 時給920～1,480円
時　間▶ 時間・勤務日はご希望に応じます 

例/8:45～16:30(休憩60分)等 
※委細面談

勤　務▶ 週1～5日
待　遇▶ 通勤手当、処遇改善加算有

募集!介護職員
パートヘルパー

千歳 パ 介護職員・パートヘルパー


