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web

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▶スーパーの店舗内清掃
給　与▶ 時給920円
勤　務▶ 水・木・金・土　※各1名募集
時　間▶ 平日/7:30～10:00　土・日・祝/6:30～9:00
 待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、有給休暇有
勤務先▶ 恵庭市恵み野里美2丁目（JR恵み野駅西側）

清掃スタッフ
920円

募
集

時
給

二幸産業 〒060-0031
札幌市中央区北1条東2丁目
5-2札幌泉第１ビル

☎011-241-2580
まずはお電話ください。面接は勤務先で行います。

北海道支社

担当/畠山

株式
会社

Wワーク
OK!!

朝の時間を有効に! 男
女
と
も
に
活
躍
中
‼元気な

60歳以上の方も歓迎♪

恵庭 パ 清掃

まずはお気軽にお電話ください。

仕　事▶ 利用児童の自宅・学校・幼稚園送迎、 
児童の指導訓練補助

資　格▶不問、経験あれば尚可、要普通免許
時　間▶14:00～18:00
給　与▶時給1,010円（処遇改善・臨時特例交付金含む）
勤　務▶週4日　※シフト制
休　日▶土曜・日曜・祝日、その他シフト制
期　間▶随時、勤務開始日～R5.3.31まで、年度更新あり
待　遇▶雇用保険、労災保険、交通費規定支給

☎0123-27-2131

千歳市北光6丁目4番10号

児童発達支援事業・ 
放課後等デイサービス事業所 ぱすてる 

担当/田口

千歳 期 運転手兼指導員

仕　事▶ 養豚場にて、機械を使用しての 
洗浄作業、他、清掃等

資　格▶ 車通勤できる方、お元気でまじめに 
取り組んで下さる方であれば、 
60歳以上の方の応募も可

給　与▶時給900円
時　間▶8:00～17:00
勤　務▶週6日
待　遇▶交通費規定支給

夕張郡長沼町東5線南11

（まつや）

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

松谷種豚場

その他 ア 清掃

090-2812-4676

仕　事▶ 学校内の日常清掃（5日間の研修有）
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶時給890円
時　間▶ 7:00～11:00
休　日▶ 土日祝、お盆、年末年始
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、 

制服貸与、有給休暇、車通勤可
勤務先▶ 北海道リハビリテーション大学（千歳市里美2-10）

札幌市中央区北5条西6丁目1 第二道通ビル

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。 
面接は勤務先にて行います。

札幌ユニオン新管財 株式会社
☎011-231-6837 受付/8:30 ～17:00

担当/ 穴吹

清掃スタッフ募集

親切丁寧な指導で 
未経験者でも安心！

千歳 パ 清掃

まずはお気軽にお電話ください。
受付/10～17時
担当/山野下☎0123-22-8831

仕　事▶ 販売促進企画管理業務、他
資　格▶Excel、Wordの基本操作必須
給　与▶月給180,000円
時　間▶ 8:00～17:00、 

9:00～18:00 
※実働8h シフト制

休　日▶週休2日　※土日祝出勤有
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、 

交通費規定支給、車通勤可、 
昇給年1回、賞与年2回

勤務先▶ ちとせモール 
（千歳市勇舞8丁目1-1）

ショッピングセンターでの

千歳市勇舞8丁目1-1
㈱エルディちとせモール管理センター

千歳 契 販売促進

販売促進担当 募 集

えこりん村 〒061-1421 恵庭市牧場241-2

電話またはメールでご応募受付致します。

☎34-7800 担当/オオウチ、アンザイ
受付/10～17時

t-oouchi@aleph-inc.co.jp

仕　事▶ 納品書作成、パソコンでの資料
作成、近場への納品など

資　格▶パソコンの入力程度が可能な方
給　与▶ 時給890円 

※納品が可能な方は時給920円
時　間▶ 8:00～17:00の間で応相談 

【例/8:00～13:00なども可能】
勤　務▶週3日～
待　遇▶労災保険有、車通勤可

えこりん村畜産チーム

 

恵庭 パ 事務

仕　事▶ カフェでの接客業務全般 
・ジェラート販売業務 
・ カフェでの接客業務、簡単な調理作業

給　与▶ 時給1,000円～
時　間▶ 9:30～20:00 ※シフト制
勤　務▶週2日～ ※応相談 
待　遇▶制服貸与
勤務先▶恵庭市北柏木町2丁目26番18号

まずはお気軽に電話ください。

株式会社 LicoLico
受付/9～18時
担当/澤田☎011-733-8857

4/29にopenしました

札幌市東区北8条東11丁目1-5 恵庭ホールディングスビル〒065-0008 

学生アルバイト大歓迎！

恵庭 ア パ ホールスタッフ

土・日・祝や夏休みのアルバイトも大歓迎!!

トヨタレンタ専属人材採用会社
(有)アトムプロジェクト
〒062-0041 札幌市豊平区福住1条1丁目10-1

仕　事▶ レンタカーの敷地内での移動
資　格▶ 要普免（AT限定可） 

年齢不問、未経験者歓迎、大学生OK!
給　与▶時給1,100円
時　間▶ 8:00～20:00の間で希望の8h 

※短時間も応相談
勤　務▶ 土日限定の勤務、月3日～OK
待　遇▶ 車通勤可、交通費規定支給、WワークOK
勤務先▶ トヨタレンタカー内洗車棟 

（千歳市美々758番地）

採用係☎011-836-9095

まずはお電話ください。webからの応募も可能です。
※勤務先にて面談致します。履歴書は不要です。

アトムプロジェクト　バイト 検 索

土曜だけ・日曜だけOK !

1,100 円接客無し!! 時給

平日・短時間で 
働ける方も同時募集！ 

詳しくは右のQRコードから！

千歳 ア レンタカーの移動

未経験者歓迎!
異業種からの 
転職者も歓迎!
販売ノルマはありません。

OBARA
Jewelry &Watch

千歳市栄町6丁目 
イオン千歳店1Fオバラ イオン千歳店

担当/採用係☎0123-23-1177

仕　事▶ 宝飾品・時計・ブライダル等の店頭販売と 
それに関わる営業事務、レジ業務

資　格▶ 要普通自動車免許、未経験者可、 
主婦（夫）歓迎、PCの基本操作可能な方

給　与▶ 月172,000～215,000円　 
※経験により考慮　 
※試用期間2ヶ月/時給900円 

時　間▶ 9:00～18:00、10:00～19:00、 
12:00～21:00　※週44時間制 
※1ヶ月単位の変形労働時間制 
※残業ほぼなし 

勤　務▶ 週休2日、シフト制　※年間休日105日
待　遇▶ 各社保完備、車通勤可（駐車場有料）、社員割

引制度有、報奨金制度有、昇給・賞与

まずはお電話ください。面接時に写真付き履歴書を
お持ちください。面接日や入社日はご相談に応じます。

千歳 正 販売スタッフ

定年退職後の方や
シニア層の方も
歓迎!!

勤務開始日、面接日も
ご相談ください

仕　事▶  新千歳空港関係者専用ゲートにて、 
入出場者の確認業務。通行証の確認や、 
出入者に対してのセキュリティ管理が 
主なお仕事です。

資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶  時給1,000円 

 ※法廷研修20h有/17,780円支給
時　間▶ 6:30～21:30の間で実働5～8h 

※1年単位の変形労働時間制での勤務シフト
休　日▶週休2日、シフト制　※年間休日105日 
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、 

国家資格取得制度有（警備員業務検定/
費用当社負担）

勤務先▶ 千歳市平和/新千歳空港国際貨物ターミナル

〒004-0877 札幌市清田区平岡7条3丁目8-22 
平清警備株式会社

☎011-885-4141担当/山田

まずはお電話のうえ、
写真付履歴書をお持ちください。

応募

30,000円支給!

入社祝い金
入社3ヶ月後

未経験者歓迎
資格取得制度有

千歳 契 施設警備員

仕　事▶  カラーリング（白髪染めのみ）、 
シャンプー、簡単な接客

資　格▶ 美容師免許
給　与▶  平日/時給900～1,000円 

土曜/時給950円～
時　間▶ 9:00～17:00 ※最終受付は15:30
勤　務▶ 週2日～OK!  

※応相談   ※日曜、祝日は定休日
待　遇▶ 交通費規定支給

※応募の際に、｢求人ナビを見ました｣とお伝えいただくとスムーズです。

カラーリスト大募集!

ブランク
ある方も
歓迎!

扶養内
勤務可

日･祝は
お休み！ まずはお気軽にお電話ください。

15:30で受付終了なので、
家庭との両立もしやすい！

千歳

090-6696-1890
■オーガニックヘアカラー専門店

（斉藤）

千歳店nonno 千歳市信濃
4丁目11-4

- のんの -

パ カラーリスト

繁忙期手当 6～8月
あります！

主婦(夫)の方歓迎！

★新型コロナウイルス対策中
★未経験者歓迎!!

まずはお電話ください。［担当者直通番号］ジェラテリア ミルティーロ
千歳市長都2 080-3605-6582 【採用担当者】※JR長都駅から約3km

受付/8時～16時30分

仕　事▶ 店内業務全般 
（接客、ジェラート盛り付け、清掃等） 
★盛りつけは従来の「ヘラ」を使用せず、 
「ディッシャー」で行います。 
誰にでも簡単にできるお仕事です。

勤　務▶ 基本平日 ※週2～4日 
※土、日、祝、勤務できる方尚可

時　間▶ 11:00～18:30の間で実働5h 
例/11:00～16:00、12：30～17：30、 
　  13：30～18：30

給　与▶ 時給900円～ 
※6、7、8月の繁忙期は時給UP 
　6、7月/時給950円 8月/時給1,000円 
※試用期間有/時給889円

期　間▶即日～9月30日
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与

販売スタッフ募集

1,000円時
給

950円時
給6・7月は

8月は

仕事終わりにジェラートが
食べられます♪

100円
UP!

50円
UP!

千歳 パ 販売スタッフ

資　格▶ 59歳以下※省令1号、要普通自動車免許、 
医療事務経験あれば尚可

給　与▶月150,000～202,400円
時　間▶9:00～17:30

資　格▶Excel・Wordの基本操作可能な方
給　与▶時給900円
時　間▶9:00～17:00の間で実働4h程度
勤　務▶週4～5日　※祝日勤務有

給　与▶時給950円
時　間▶8:50～13:20
勤　務▶週3～5日　※応相談

資　格▶ 高卒以上、経験者優遇、 
Excel・Wordの基本操作可能な方、 
要普通自動車免許

給　与▶月145,000～182,400円
時　間▶9:00～17:30

【正社員・契約社員共通項目】
休　日▶土日祝　※年間休日123日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

駐車場有、昇給・賞与、燃料・扶養手当 千歳市桂木1丁目5-6

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

医療法人 資生会 千歳病院
☎0123-40-0700

担当/岩渕、菅井受付時間/ 月～金　9:00～17:30

◆ケアアシスタント（清掃）/パート　★扶養内勤務可

◆経理・庶務事務/契約社員　★正社員登用制度有

◆医療事務/正社員

◆備品・リネン管理事務/パート　★扶養内勤務可

【パート共通項目】
待　遇▶労災保険、交通費規定支給、車通勤可、賞与有

千歳 正 医療事務契 経理・庶務パ 清掃、管理事務




