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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

HEIWA KOUSAN CO.,LTD. ■千歳本社/千歳市千代田町6丁目8番地 平和駅前ビル 4F

0120-213015（株）平和恒産

千歳駅前店AbleNetwork
AbleNetwork

TEL.0123-40-0300
恵　庭　店 恵庭市緑町2-3-7 TEL.0123-39-3002

賃貸仲介実績
「全国No.1」

千歳市千代田町6丁目11番地

不動産の
HOME SWEET HOMEHOME SWEET HOME

北海道クリーン開発㈱ 〒053-0016
苫小牧市寿町2丁目3-14

（田口）応 募

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。委細面談。

0120-03-6323
　080-2871-5294

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給889円
時　間▶ ①8:00～11:30 

②14:30～19:30 
※シフト制

勤　務▶ 週5日程度
待　遇▶ 労災保険、制服貸与、 

交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ ちとせモール/ 

千歳市勇舞8丁目1-1

◆ 未経験大歓迎！◆ ブランクある方もOK!
◆ 日数やお休み等ご相談ください♪

千歳 パ 清掃

［パート］介護職員
資　格▶ 無資格OK（介護職員初任者研修修了、介護福祉士

資格あれば優遇）
給　与▶ 介護福祉士/時給1,200円～ 

初任者研修修了/時給930円～ 
無資格・未経験者/時給890円～

時　間▶ ［日勤］①7:00～16:00 ②9:00～18:00 
　　　③10:30～19:30 
［夜勤］④18:00～翌9:00  
★すべてのシフトに入れなくてもOK！ 
　日勤のみ・夜勤専従等、幅広くご対応致します。

休　日▶ シフト制
待　遇▶ 社保完備（勤務による）、昇給有、交通費規定支給、

有給休暇（100%消化可能）、車通勤可（無料駐車
場有）、処遇改善加算手当（年2回支給）、 
正社員登用制度有

グループホーム ぬくもりの里 ㈱サンボウ
千歳市住吉４丁目８番１４号

夜勤帯≪夕～翌朝のケア≫
夕食の片付け、就寝準備手伝い、

夜間の見守り・ケア、

朝食準備等

お買い物・医療施設受診同行、
身体ケア、
食事・入浴介助、
食事の調理、
お話し相手等

日勤帯≪生活サポート≫

お電話の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。
受付/9時～18時
（人事担当直通）090-3399-5886

千歳 パ 介護職員

☆無資格OK！
☆働きながら
資格取得も可能

☆経験よりヤル気重視
恵庭 契 洗浄ライン作業
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!

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

子連れ出勤OK！
キッズルーム有

フレックスタイムで
働きやすい！

〒066-0062
千歳市千代田町
6-8
平和駅前ビル

売買も! 賃貸も!

株式会社 平和恒産

待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、昇給制度有、 
賞与年1回、各種手当有（資格・役職）、 
業務には社用車使用

共通項目

仕　事▶ 水道検針、物件巡回、外構清掃、事務等
資　格▶ 高卒以上、要普通自動車免許、基本的なPC操作

(入力程度)可能な方
給　与▶ 時給900円～
時　間▶ 9:30～17:00の間でフレックスタイム制 

※実労働時間を自由に変更できます。
休　日▶ 週3日～OK

仕　事▶ 物件巡回、修繕立ち合い等の建物管理全般。 
書類作成等の管理に付随する事務作業。

資　格▶ 高卒以上、要普通自動車免許、基本的なPC操作(入力程
度)可能な方、業界経験者歓迎、有資格者優遇

給　与▶ 月192,000円～　※管理手当・職務手当支給
時　間▶ 9:30～18:30 

【例/9:00～15:00、10:00～16:00等】
休　日▶ シフト制　※月7日以上/年間105日

◆正社員

◆パート

●電話連絡の上、写真付き履歴書を郵送ください。
担当/小川☎0123-40-3000

http://www.peace-room.co.jp

千歳 正 パ 管理業務

女性 
 活躍中♪

千歳

給　与▶時給900円～ ※経験者優遇
時　間▶9:30～15:30 ※実働5.25h
勤　務▶週3日～ ※応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、 

車通勤可
勤務先▶ 千歳第一ホテル/ 

千歳市幸町4丁目25-1

勤務日数、 
勤務時間は応相談

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

（千歳第一ホテル）☎27-2000

ア パ ベッドメイク

千歳市幸町4丁目25-1
㈱タスクMホールディングス

◆ ベッドメイク

ホテルのお仕事募集‼

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。

仕　事▶ 半導体チップの外観検査（顕微鏡使用）
給　与▶ 時給889円～ 

※ 作業着への着替え時間（1日につき15分相当）
別途支給いたします。

時　間▶ 8:30～17:30（実働8h）
休　日▶ 年間122日、土・日曜日、祝日 

（会社カレンダーによる） 
※祝日出勤数日有

資　格▶未経験者歓迎
待　遇▶ 社保完備、賞与有、交通費規定支給、制服貸与、車通勤可

㈱京都セミコンダクター 恵庭事業所
〒061-1405　恵庭市戸磯385-31

女性が活躍中の職場です♪

担当/阿部・原☎34-3111

★ ほとんどの方が 
未経験から 
始めています

半
導
体
チ
ッ
プ
の

外観検査
スタッフ 募集‼

未経験者
歓迎‼

恵庭 パ 検査

千歳市日の出1丁目1-66千歳店

2名募集☎26-6660応募

給　与▶ ［一般］時給938円 ［学生］時給890円
時　間▶ 8:30～13:00　
勤　務▶週3～4日（土日祝のみでも可）

千歳市勇舞8丁目1-1長都店

給　与▶ ［一般］時給910円 
［学生］時給890円

時　間▶ 8:30～13:00　※応相談

1名募集☎23-7667応募

待　遇▶ 制服付与、交通費規定支給、 
車通勤可

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32

〈共通項目〉

[応募］希望の店舗に電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。担当/店長

Web応募

今回は
デリカスタッフ の募集です

千歳 ア パ デリカ

Web応募

千歳・恵庭

お仕事相談会開催
土日も対応致します！ 
まずは電話、HP、二次元コードから 
お問合せください★彡

☎25-3221
http://www.imp-link.co.jp/chitose/

派 工場作業

㈱ヒューマンインプリンク 千歳支社

千歳市柏台南1丁目3-1
一般労働者派遣事業/派01-300271有料職業紹介事業/01-ユ-300107

勤務地 仕事 時間 時給 勤務

千歳市 ［長期］座って行う小型部品の目視検査(送迎利用相談可） 8:00～17：00
（実働8h） 1,000円

月～金
（月1～2回土曜出勤有）

千歳市 ［長期］小型通信部品の組立、検査（週4日勤務も相談可） 9:00～17：30
（実働7.5h） 1,050円 月～金

千歳市 ［長期］工場内でのリネン類のたたみ、梱包、機械操作 8:30～17：30
（実働8h） 1,150円 週休2日シフト制

千歳市 ［6月中旬～11月まで］工場内での乾燥野菜の選別作業 9:00～16：00
（実働6h） 1,050円 月～金

恵庭市 ［6月中旬～12月まで］工場内での食品製造ライン作業 9:00～13：30
（実働4.5h） 1,030円 水・日定休

〈来場特典〉

会場：千歳市民文化センター 
（北ガス文化ホール 2F美術工芸室）

9:30～16:30

当日ご来場の方全員にBOXティッシュ1箱プレゼント！

事前にご予約頂いた方には・・・ 
BOXティッシュ1パック（5箱入り）
プレゼント！ヾ(*́ ∀` *) ﾉ

仕　事▶ 表参照
時　間▶  表参照
給　与▶表参照

勤　務▶ 表参照
待　遇▶  交通費実費支給、 

各社保完備日時:5/31火

仕　事▶ 接客レジ他、清掃や品出し等
資　格▶ 未経験者歓迎、フリーター・学生大歓迎
給　与▶ 5:00～7:00まで/時給1,000円 

その他の時間/時給889円
時　間▶ ①5:00～7:00or9:00 

②9:00～13:00 
③15:00～22:00 
④17:00or18:00～21:00or22:00

勤　務▶週2日～
待　遇▶ 制服貸与、車通勤可

スタッフ募集!!

〒066-0023　千歳市寿1丁目1-9
千歳寿店

長期間働いて
いただける方

大歓迎！！

採用係☎23-8558【受付/8～18時】
まずはお気軽にお電話ください。

千歳 ア パ 店内業務全般

就労継続支援
B型事業所

応募
☎0123-25-6566

仕　事▶ ①布や革で小物の制作（ミシンもあります。） 
②スマホのコーティング作業等 
③施設外就労(農家での軽作業) 
④ネット通販業務

資　格▶ 障がい者手帳・受給者証をお持ちの方。 
（お持ちでない方は手続きの支援いたします。）

報　酬▶例/月3,000円～※時間、勤務・作業内容による
時　間▶9:30～15:30　※応相談
勤　務▶月～金　※週1日～OK　応相談
待　遇▶ ご自宅付近までの送迎も可、食事有（自己負担/100円）

就労継続支援B型事業所カウピリ
〈勤務先〉千歳市清流2丁目3-4

カウピリ
ぜひ！見学に
来てください！ 
送迎いたします。

障がいのある方の
ための職場です

利用者様と職員がともに支え合う職場です。

在宅就労
応相談

④は経験者 
大歓迎!

千歳 他 作業スタッフ




