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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
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店長
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ウインナー

休みやシフト調整の 
ご希望伺います！

担当/三浦☎011-841-1431

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は恵庭市内の勤務先にて行います。

仕　事▶ 幼稚園・保育園の給食・おやつの調理、 
盛付、食器洗浄など

時　間▶ 8:30～14:00（実働5h、休憩0.5h）
給　与▶時給890円
勤　務▶ 月～金+月1回土曜の間で週4日、シフト制 

※長期休暇・閑散期は、週2～3日
待　遇▶ 各社保完備（加入は希望者のみ）、制服貸与、 

交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ 認定こども園「ひまわり幼稚園」/恵庭市黄金南6丁目2-2

札幌市白石区東札幌
5条2丁目8-19ユニオン給食株式会社

時給
890円

恵庭 ア パ 給食調理

千歳市桜木3丁目1-1
ラブアリス千歳桜木児童通所支援センター

☎0123-23-0081採用担当

見学してからの応募OK!まずはご連絡ください。

lovealice.chitose@gmail.com

★正社員も同時募集♪

パート募集
無資格OK!

資　格▶ 教員免許、保育士、児童指導員要件を満たす方、 
無資格でも応募可、要普通免許

時　間▶13:00～18:00 ※時間応相談
給　与▶ 有資格者/時給1,000円～ 

無資格者/時給950円～
勤　務▶週2日～
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、試用期間6ヶ月有

増員募集

千歳 パ 児童デイサービススタッフ

千歳支店
〒066-0077 千歳市上長都1050番地1

仕　事▶ 一般クリーニングの仕上げ
時　間▶ 9:00～17:00 

★9:00～16:00もOK！
勤　務▶ 週4日以上（シフト制）
給　与▶ 時給889円
待　遇▶ バス送迎有、交通費規定支給
勤務先▶ エンパイアー千歳支店

千歳 パ 工場軽作業

バス送迎あり! 働きやすい環境です。
電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。 

委細面談にて決定致します。 

☎24-2126【工場内軽作業】担当/吉野

長期パート募集中！ 学校行事など突然のお休みにも対応します!

期　間▶①即日～11月初旬（予定） ②6月中旬～9月末
時　間▶ ①8:00～17:00（勤務時間応相談） 

　※8:00～12:00など可能です。 
② 5:00～8:00

給　与▶ ①時給900円～ ※経験・能力により昇給有 
②時給1,200円

資　格▶ 未経験者歓迎、交通機関が不便なため自力通勤できる方
休　日▶週1日、応相談（天候により変動有）
待　遇▶ 労災保険、直売所での割引制度有

野菜直売所
ロードハウス ふくもと福本農園〒061-1356　

恵庭市西島松316

採用係☎36-8290 090-8274-1755
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

❶ 野菜の種まき、育成、収穫等。 
時期によって箱詰め作業もあります。
❷早朝/大根抜き

共通
項目

規格外野菜の
プレゼントあり！

恵庭 ア パ 農作業

Qua ity & Discount 恵庭市黄金南
6丁目10番地4

恵庭 パ 惣菜、レジ兼品出し

まずはお電話でお問い合わせください。
後日面接日をご相談させていただきます。 

担当/採用係☎39-5555

◆惣菜 ◆レジ兼品出し

給　与▶ 時給899円
時　間▶ 8:00～13:00
勤　務▶ 日数・休日応相談
待　遇▶ 有給休暇、制服貸与、雇用保険、 

交通費規定支給

共通項目  日数・休日
応相談！ 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

デザイナー募集
仕　事▶「Q人ナビ」「ちゃんと」の紙面・広告制作
給　与▶ 月200,000円以上 ※経験により優遇
資　格▶ Illustrator・Photoshopの基本操作必須 

★InDesign使用できれば尚可 
★Webの知識がある方尚可

時　間▶ 9:00～18:00（休憩95分） 
※月曜は若干の残業があります。

休　日▶日曜、他4週6休
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、昇給・賞与有（業績による）、諸手当有、 

車通勤可、試用期間1ヶ月位有

〒066-0073 千歳市北斗4丁目13-20

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

千歳 正 デザイナー

◆ 正社員

★ デザイン未経験者も 
応募可！

★ デザイン業務経験者 
大歓迎！

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-27-0911
採用担当/葉多埜・髙橋

［正職員］介護職員（入所）
資　格▶介護福祉士もしくは実務者研修修了者
給　与▶ 月給150,000円～ ※別途夜勤手当支給 

★処遇改善手当支給（年3回）
時　間▶ ①7:00～15:30 ②9:00～17:30 

③11:00～19:30 ④17:00～翌9:30
休　日▶ シフト制（年間休日120日以上）
[パート]介護職員（入所）
資　格▶ 介護福祉士もしくは実務者・初任者研修修了者
給　与▶ 時給950～1,000円
時　間▶ 7:00～19:30の間で応相談
休　日▶ 勤務日数応相談

クリアコート千歳
千歳市桂木1丁目5-7

介護老人保健施設 

職員募 集
医療法人 資生会

年間休日120日以上 事業所内保育施設あり

ホームページにて、
求人情報随時更新中♪

デイサービス陽だまり
千歳市桂木1丁目5-7

認知症対応型デイサービス

［パート］送迎運転手
資　格▶ 要普通免許（AT限定可）、ハイエースを運転

できる方
給　与▶ 時給950円
時　間▶ ①8:30～10:00 ②15:30～17:00 

★ ①と②の間は自由時間です。 
ご帰宅頂いてもOK!!

勤　務▶ 週3日（火・木・金曜日。祝日は勤務有） 
※年末年始（12/30～翌1/3）はお休みです。

《全体共通項目》
待　遇▶ 各種社会保険完備（勤務時間による）、交通費

規定支給、制服貸与、車通勤可、さぽーとさっ
ぽろ加入、昇給年1回、賞与年2回

医療法人 資生会 〒066-0067 千歳市桂木1丁目5-7

（クリアコート）澁谷☎27-3232電話連絡の上、写真付履歴書を下記住所へ送付ください。
お勤め中の方もまずはお電話ください。〈勤務開始日応相談〉

受付/平日（月～金）9:00～17:00

千歳 正 パ 介護パ 送迎運転手

お電話またはメールにてご連絡ください。 担当/高橋、松田【電話受付/10～19時】

☎0123-46-5829 chitose@matsuo1956.jp

仕　事▶ ホール中心の接客、 
レジや厨房のお手伝い等

給　与▶ 一般/時給958円～ 
高校生/時給928円～

時　間▶ 9:00～21:00の間で3～8h 
（応相談）

勤　務▶ 週2～6日（応相談）　※シフト制
待　遇▶ 各社保完備、昇給制度有、 

交通費規定支給（上限5万円）、 
制服貸与、食事補助有、 
従業員割引有、有給休暇有、 
昇給制度有

時間帯
相談可

大急募!!
パート・フリーター
短時間/長時間 両方可能‼

新千歳空港店フードコート店/千歳市美々新千歳空港3F松尾ジンギスカン

千歳 ア パ ホール・キッチン

・未経験者の方も大歓迎♪
・ 平日忙しくて週末しか時間がない 
主婦（夫）の方、土・日だけでもOK！

◎ 月2回、希望でシフト作成なので 
予定が立てやすい♪
◎ オーダーはタッチパネル導入で 
複雑な操作なし！

◎ お子さんの急病や学校行事、 
長期休みなどにも対応できます！

★フォロー体制は万全です★
幅広い年代が活躍中！

仕　事▶ 浴場内・岩盤浴場内、館内共用部分の 
モップ掛けや消毒等の簡単な清掃

時　間▶ 6:00～9:00
給　与▶時給890円～
勤　務▶週2～4日
待　遇▶ 労災保険、 

交通費規定支給、 
制服貸与、車通勤可（無料駐車場有）、 
従業員割引有（一緒に来店した家族も対象）、 
仕事終わりの温泉入浴無料

恵庭市戸磯
397-2えにわ温泉 ほのか

担当/なんば・こんどう☎32-2615応募

早朝清掃
恵庭 パ 清掃

WワークもOK
日数応相談

スタッフ
募集！

☎0123-25-3221
http://www.imp-link.co.jp/chitose/

㈱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

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

勤務地 仕事 時間 時給 休日
アルバイト

千歳市
［7月～9月末まで］ 
※勤務開始日応相談 
車両清掃及び車両移動

8:00～18:00
（実働4～8h）
※応相談

1,050円 
+交通費

週2～3日 
※曜日応相談

千歳市
［7月～9月末まで］ 
※勤務開始日応相談 
新千歳空港内にあるカウンター
での受付・案内

8:30～17:30
（実働8h）

1,050円
+交通費

週休2日 
シフト制

派遣

千歳市 ［11月末頃まで　※延長の場合有］ 
野菜乾燥工場での原料選別

①8:00～16:00 
②16:00～24:00
（実働7h） 
※①②選択可

1,050円 
+交通費 

※22時以降/時給
1,313円

土日

千歳市 ［長期］　※週4日～相談可 
小型通信部品の組立

9:00～17:30
（実働7.5h）

1,050円 
+交通費 土日祝、他

千歳市 ［長期］　※送迎利用相談可 
 座って行う小型部品の目視検査

8:00～17:00
（実働8h）

1,000円
+交通費 土日

千歳市 ［長期］　※千歳駅から送迎可 
 卵工場での検査、パック詰め

8:30～17:20
（実働7.5h）

1,100円
+交通費 シフト制

仕　事▶ 表参照
時　間▶  表参照
給　与▶表参照

休　日▶ 表参照
待　遇▶  交通費実費支給、 

各社保完備

千歳 ア 車両清掃、受付派 工場作業、目視検査、パック詰め

仕　事▶スーパーの店舗内清掃
給　与▶ 時給920円
勤　務▶ 水・木・金・土
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


