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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】

資　格▶不問、家庭料理の経験あれば尚可
給　与▶ 朝食:時給1,200円　夕食:時給1,100円
時　間▶ 6:00～10:00、16:00～20:30　※応相談
休　日▶ 日曜日、大学の休日　※夏季・冬季休み有
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、食事付き
勤務先▶ 千歳科学技術大学指定学生会館シェルブルー千歳/

千歳市北栄1丁目1-39

札幌市北区北8条西6丁目2-20 
新和ビル(株)エステートシンワ

応募 ☎0123-40-8700

学生寮の食堂での 
お仕事です！ 1,100～1,200円

時 給 パート

千歳 パ 調理

恵庭市恵み野北3丁目1-1 RBP

【受付/10～17時】
担当/佐々木☎0123-37-6020

恵庭市恵み野
子どもの集う場所 フーレめぐみの

児童指導員募集!!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちいただくか、郵送ください。

仕　事▶ 子育て支援センターと子どもひろばの児童指導員
期　間▶ 6/16～
資　格▶ 保育士・幼稚園教諭、教員・社会福祉士資格の何れか、

未経験者歓迎、経験者優遇、土日祝勤務できる方優遇
給　与▶ 時給900円～
時　間▶ 9:00～18:00の間で実働7h　※シフト制、応相談
休　日▶ 週休2～3日　※応相談　※休館日/火曜日
待　遇▶ 各社保完備、車通勤可

0歳～18歳までの子どもや保護者の方と、
楽しい時間を過ごしましょう

恵庭 契 パ 児童指導員

札幌市白石区
東札幌4条4丁目1-2㈱日本キャリアサービス

☎011-820-8811採用係

まずはお気軽にお電話ください。面接は勤務先で行います。

受付／9:00～17:30

仕　事▶ 病院内で各科への取り次ぎが基本業務です。 
2名体制での勤務です。

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給889円
時　間▶ 平日/8:30～16:30、9:30～17:30 

土曜/8:30～12:30
勤　務▶週2～3日
休　日▶日曜・祝日
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、 

車通勤可、制服貸与
勤務先▶恵庭市恵み野西2丁目

恵庭 パ 電話交換スタッフ

扶養内勤務可♪ 残業なし♪

未経験者 
歓迎‼

期　間▶ 8月中旬～翌3月頃まで 
※次年度以降継続雇用の可能性有

仕　事▶ 玉ねぎ、馬鈴薯等、 
野菜の選別・パック詰め

資　格▶ 未経験者歓迎、自力通勤可能な方
給　与▶時給1,000円
時　間▶  8:30～17:30 ※実働8h
勤　務▶週2～5日 ※応相談
休　日▶ 土日祝　※繁忙期は土、祝出勤の

場合有（時給割増）
待　遇▶ 各社保完備（勤務による）、 

交通費規定支給、車通勤可 

恵庭市戸磯
193-6

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-35-3131
株式会社HAL GREEN

1,000

受付/8:30～17:30
担当/吉岡、片桐

恵庭 パ 野菜の選別・パック詰め

仕　事▶ 福祉施設の日常清掃業務
時　間▶7:00～10:30（実働3.5h）
給　与▶ 時給889円 ※試用期間1ヶ月有/同条件
休　日▶ 水曜、日曜、祝日
待　遇▶ マスク・保護手袋支給、制服貸与、 

交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ 恵庭市南島松6-4

清掃員募集

㈱真和サービス 札幌市中央区南28条
西12丁目2-11

☎011-513-6777 担当/山田
受付/9～18時

電話連絡の上写真付履歴書をお持ちください。
（面接は現地又はご自宅近くにて行います。）

恵庭 パ 清掃

恵庭市住吉町2丁目9-14
恵庭店

☎0123-39-2171
まずはお気軽にお電話ください。面接時履歴書不要!

仕　事▶ ホール/配膳、オーダー取り等、ホールでの接客 
キッチン/ 洗い場や、メイン・サイド商品の調理

勤　務▶週2～5日　※相談に応じます。
時　間▶ 7:30～15:00、11:00～17:00、 

17:00～22:00、19:00～24:00
給　与▶ 時給890円～ 

※22時以降/時給1,112円以上～
資　格▶ 未経験者歓迎、フリーター・主婦（夫）・ 

高校生・専門学校生・大学生歓迎
待　遇▶ 昇給制度、車通勤可、有給休暇、交通費規定 

支給、制服貸与、労災保険有、食事補助有

募集
★ 1週間毎のシフト作成！ 
予定も立てやすく、お休みも取りやすい♪

★週2日～OK！自分のペースで楽しく働けます。

ホール・キッチンスタッフ
全時間帯で

恵庭 ア パ ホール・キッチン

仕　事▶苗の運搬、野菜の回収作業、及び畑作業
資　格▶要普通免許
給　与▶時給1,200～1,350円

時　間▶8:00～17:00
勤　務▶シフト制　※休日自己申告制
待　遇▶ 各社保完備、車通勤時通勤手当支給（当社規定

最大1,170円/日)、千歳・苫小牧市内無料送迎
有、次年度継続雇用も可、正社員登用制度有、毎
日不織布マスク支給、試用期間2週間、各種作
業免許取得制度有

まずはお気軽に電話ください。面接時履歴書は不要です。

共通項目
仕　事▶野菜の収穫、苗の定植、畑管理作業等
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給980～1,150円

畑作業スタッフ・・・15名募集

軽トラック運転手・・・5名募集収穫時期に 
ブロッコリーの 
お土産あり！

★ WワークOK★ 千歳市内完全無料送迎！
★ フリーシフト制お休み自由！希望100%!!

株式会社 I LOVE ファーム
勇払郡むかわ町豊城311番地26

☎0145-42-7050【担当】 
杉本・長谷

その他 ア パ 畑作業、軽トラック運転手

千歳市上長都1124-5千歳工場

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-1380 受付/8～18時
担当/山内

仕　事▶事業所内施設の清掃業務
資　格▶ 未経験者歓迎、年齢不問、要普通 

免許（マイカー通勤可能な方）
給　与▶ 時給890円
時　間▶  ①9:00～12:00実働3h 

②8:00～17:00の間で実働3h
※応相談

待　遇▶ 労災保険、昇給年1回有、交通費規
定支給、有給休暇有、車通勤可

休　日▶ 土日祝、ＧＷ、お盆、年末年始 
（会社カレンダーによる）

勤務先▶千歳市上長都

マイカー通勤可能な方歓迎!
清掃スタッフ募集 未経験者 

歓迎！

千歳 パ 清掃

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

説明会開催
6/ 13:30 

～16：30
恵庭市民会館 小会議室場所
13月

恵庭 派 部品製造

未経験者 
  歓迎！

札幌市中央区南1条東3丁目10-13 アイパスビル3F

■事業許可番号/労働者派遣事業 （派）10-300240

札幌営業所ブラステック

080-7756-8976（水戸）
0800-111-0501

まずはお電話ください！随時登録受付中！出張面接致します！

期　間▶ 即日～2023年8月頃
給　与▶ 時給1,350円
時　間▶ 9:00～17:00 

※10:00～、15:00まで等、 
　勤務時間は相談可能

休　日▶ 土日祝、他、会社カレンダーによる
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給

◆PCを使用した書類作成、入力作業
《勤務先》千歳市駒里

★時間の希望は
応相談

期　間▶8月～10月頃
給　与▶ 時給1,100円
時　間▶ 8:30～17:00
休　日▶ 日曜、祝日、他 ※シフト制 
待　遇▶  交通費規定支給、苫小牧市内無料送迎

◆かぼちゃ･玉ねぎの収穫、選果作業
《勤務先》苫小牧市柏原 ★週2～5日で応相談 期　間▶長期

給　与▶ 時給1,077円+業務手当500円/日 
※別途深夜割増有（22:00～翌5:00）

時　間▶ 8:00～18:00 
20:00～翌6:00 ※交替制

休　日▶4週2休　シフト制
待　遇▶  各社保完備、交通費規定支給、 

苫小牧市内無料送迎

◆ペットボトルの選別
《勤務先》苫小牧市柏原 ★手作業がメインの簡単作業

PICK UP!
新着!

オススメ求人!!

他にもお仕事イロイロ!!
登録のみもOK!

▼コチラから折返しの電話をする場合があります。

千歳・苫小牧 派 PC作業、選別、収穫･選果

仕　事▶ パン製造スタッフ（正職員）
給　与▶月給180,000円
時　間▶ 6:20～19:20 ※実働8h 

３交代シフト制
勤　務▶ シフト制
待　遇▶ 社会保険完備、労災保険、 

交通費規定支給、制服貸与
勤務先▶JAびえい 美瑛選果新千歳空港店

千歳市美々新千歳空港国内線ターミナルビル2Ｆ

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-46-3300
JAびえい 美瑛選果新千歳空港店

六鹿（ムシカ）
担当

千歳 正 パン製造スタッフ

未経験者
歓迎!!

〒061-1376 恵庭市恵み野里美2丁目15

☎0123-29-4618
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

http://www.megumino-fdc.com

◆歯科衛生士《正社員》
資　格▶ 専門学校卒以上、ブランクがある方も大歓迎
給　与▶ 月給220,000円～  

※試用期間3ヶ月有/時給970円 
※暖房手当等別途支給

◆歯科助手《正社員》
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶ 月給170,000円 

※試用期間3ヶ月有/時給890円 
※暖房手当等別途支給

時　間▶ 月・火・水/9:30～20:30 ※実働9h 
金/9:30～18:30 
土/9:30～13:00　日/9:30～17:00

休　日▶ 週2日午前、木曜、第2・4土曜、祝日、 
お盆、年末年始

待　遇▶ 社保完備、昇給年1回、賞与年2回、 
交通費全額支給、制服貸与、車通勤可、 
試用期間3ヶ月有

正
社
員
共
通
項
目

★ 近隣にショッピングモールあり！ 
仕事帰りのお買い物もラクラク♪
★ 週に 2日は午後から出勤♪ 
時間を有効に使えます！

★頑張った月は特別手当支給！

恵庭 正 歯科衛生士、歯科助手

仕　事▶ 運動指導、運動メニューの作成、手技の提
供、送迎等の施設業の全般に関わっていた
だきます。 
※手技は本部研修にてご指導いたします。

資　格▶ 柔道整復師、理学療法士、作業療法士のいず
れかの資格必須、普通自動車免許

給　与▶ 正/月226,000～294,000円 
　※資格・残業手当含む 
パ/時給1,089円～　※経験を考慮

時　間▶ 正/8:00～17:00　※残業/月平均20h 
パ/ 8:20～16:35、8:45～17:00、 
8:20～12:20（土曜）　※シフト制

休　日▶ 正/4週9休（日・祝を含む） 
パ/週2日勤務～（月～土） 
※夏季・年末年始休暇は年次有給休暇を計画付与

待　遇▶ 各社保完備・昇給・賞与有、制服貸与、 
交通費規定支給、車通勤可、 
試用期間3ヶ月

〒061-1413
恵庭市本町113-1

デイサービス きたえるーむ恵庭

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。
受付/9～18時
担当/関澤☎0123-25-6207

◆ 機能訓練指導員

恵庭 正 パ 機能訓練指導員

仕　事▶ ①店内業務及び、野菜のピッキング業務 
②店内業務及び食肉加工補助 
　（パック詰め、品出しなど）

資　格▶ 未経験者歓迎、PC入力可能な方
給　与▶時給900円～
時　間▶  11:00～16:00　※シフト制　※時間変動有
休　日▶ 水・日・祝
勤　務▶ 週3～5日　※応相談
待　遇▶ 労災保険、エプロン貸与、車通勤可

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-29-3989

 

千歳市日の出3丁目16-30モトゴロウ株式
会社

子育て中の方も活躍中！

千歳 パ 店内業務

扶養内
 勤務です♪

給　与▶時給890円～950円
勤　務▶週5日～　※応相談
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給

共通項目

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

千歳市清水町 
6丁目2-2浜寿し

☎090-8906-1046 担当/上野

時　間▶ 11:00～15:00  
17:30～21:00  
※応相談

◆ 調理補助・洗い場/パート

時　間▶ 18:00～22:00 
※応相談

◆ ホール/パート・アルバイト 学生 
(大学生・専門学校生） 

歓迎

千歳 パ 調理補助・洗い場ア パ ホール


