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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

土地・建物
・不動産売買
土地・建物
・不動産売買
オフィス上森㈱
■北海道宅地建物取扱業協会会員　■宅地建物取扱業 北海道知事免許 石狩（2）第7902号

恵庭市
黄金北4丁目6-1

TEL（0123）33-6908

のことならのことなら

検索オフィス上森

ディナータイム
ホールスタッフ募集
主婦（夫）さん歓迎!!

千歳市青葉5丁目14-10

【受付/9～18時】　担当/門馬

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

090-3773-5095

資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶時給950円～
時　間▶ 18:00～21:00頃
勤　務▶金、土
待　遇▶エプロン貸与、食事付き

 

週末
限定

Wワーク
OK！

千歳 ア パ ホールスタッフ

学生
OK

恵庭市北柏木町
3丁目104-1(株)コーンズ・エージー

まずはお気軽にお電話ください！
【受付/9～18時】
担当/梶原（カジハラ）☎32-1451

期　間▶ ①即日～1ヶ月程度 
②即日～長期

仕　事▶ 倉庫内での検品・梱包作業
資　格▶ 未経験者歓迎、高校生不可
給　与▶ 時給1,000円（交通費含む）
時　間▶ 9:00～17:30の間で応相談
休　日▶ 土日祝
待　遇▶ 労災保険、制服貸与、車通勤可

高時給
1,000円

恵庭 ア 検品・梱包
短期
長期

働
き 
方 選べます！ 期　間▶即日～10月末頃まで

仕　事▶ ①野菜の収穫・管理作業、パック詰め、草取り等 
②野菜のパック詰めのみ

資　格▶ 未経験者歓迎、要普免
給　与▶ ①時給920円　②時給900円 

※ともに試用期間889円（15日間）
時　間▶ 9:00～17:00の中で3h以上　※応相談 

【例】9:00～12:00、10:00～14:00、 
　　9:00～17:00等

勤　務▶ 週2～6日　※日数・時間応相談
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶千歳市新川1884-3
まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

 090-8272-3237
千歳市新川1884-3穂積農園

千歳・恵庭市街 
から車で 
20～30分

千歳 ア パ 農作業、パック詰め
主婦(夫)歓迎！ＷワークＯＫ！

時間・日数 
応相談

北洋A 恵庭物流センター
〒061-1433　恵庭市北柏木町3丁目157
http://www.hokuyo-6.com/

仕　事▶ 飲食店で使用する消耗資材の梱包
資　格▶ 健康な方、学生不可
給　与▶ 時給890円～ ※試用期間3ヶ月有(時給889円)
時　間▶ 10:00～15:00 

★昼休憩1h ★土日祝勤務可能な方歓迎
勤　務▶ 週3～5日程度（シフト制） 

※土日祝の出勤有（月4日程度）
待　遇▶ 交通費規定支給、雇用保険、誕生日祝品、 

永年勤続表彰（金一封）、マイカー通勤可
勤務先▶ 恵庭市北柏木町3丁目157 

担当/吉田☎34-6139 【受付/9～17時】
お気軽にお電話ください! 面接は勤務先で行います。

家事・育児と両立できます♪

恵庭  倉庫内軽作業パ

千歳工場/〒066-8610
千歳市泉沢1007-31

担当/
管理課 増子

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。

☎0123-28-3311

仕　事▶ 医薬品の外観目視・包装作業及びその他、 
製造補助業務/1名

入社日▶2022年8月1日
時　間▶ 9:00～17:00
給　与▶ 時給1,000円
勤　務▶ 週5日
休　日▶  週休2日、夏期、年末年始休暇有、 

他会社カレンダーによる
待　遇▶ 雇用、労災、健康・厚生年金保険、 

制服貸与、交通費支給、年次有給休暇

欠員につきパート職員急募!
女性
活躍中

千歳 パ 医薬品の外観目視、製造補助

写真付履歴書・職務経歴書を 
ご郵送ください。

〒066-0054 
千歳市柏陽4丁目3-5
【お問合せ】
☎0123-48-5151

向陽台訪問看護ステーション

仕　事▶ 訪問看護（直行直帰可）、運用上必要となる院内外の
活動（カンファレンス、委員会、会議、地域活動等）

資　格▶ 看護師資格、看護師経験3年以上、Excel・Word
の基本操作、要普通自動車免許

給　与▶ 月205,000～285,000円 
※オンコール手当5,000円/回 
　（オンコール回数4～6/月） 
※土日出勤手当2,000円/回、他手当有

時　間▶ 9:00～18:00　※時間外月平均5h程度
休　日▶ 週休二日（シフト制）、年末年始 

※希望休取得しやすい！
待　遇▶ 各社保完備（時間による）、交通費規定支給、車通

勤可、無料駐車場有、試用期間3ヶ月有、制服貸
与、昇給有、賞与年2回

求人の 
詳細は 
コチラ！

向陽台訪問看護ステーション

看護師募集！
★ クリニック併設ステーションのため、 
医師への相談もしやすく、物品充実しています。
★ 教育体制充実！初めての方でもしっかりフォローします！

直行直帰OK！ 
（土日勤務１～２回/月）

入 職日相 談可能！
増員

千歳 正 看護師

期　間▶即日～令和5年3月31日
資　格▶要普通免許
給　与▶時給1,000円
時　間▶ ①9:00～18:00（実働8h） 

②14:30～18:30（実働4h） 
　※シフト制

休　日▶週休2日　※シフト制
待　遇▶ 社保完備、有給休暇制度、交通費規

定支給、制服貸与、エプロン貸与、
車通勤可

勤務先▶安平町字安平番外地

北海道芦別市北一条東1丁目6番地15

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。 
まずはお気軽にお電話ください。

☎0124-22-5652
090-3898-9177
有限会社イトウ繊維

安平駐屯地内

調理補助
募 
集

朝は9時からスタート！ゆとりがあります♪

安平 パ 調理補助

勤務時間 
応相談

サンライフレンタカー(株)
千歳市柏台1463

仕　事▶ キャンピングカー専門レンタカー会社での
洗車作業、他

期　間▶ 7・8・9月
給　与▶ 時給1,000円
時　間▶ 10:00～14:00 

※17:00までの勤務も可
勤　務▶ 週2～3日 ※シフト制
待　遇▶ 交通費規定支給

☎0123-25-6789
まずはお気軽にお電話ください。

洗車アルバイト
募集♪ 7・8・9月の3ヶ月

千歳 ア 洗車

仕　事▶ 病院から回収した白衣の検品・ハンガーアッ
プ・アソート・セットアップ業務

資　格▶年齢不問、未経験者歓迎
時　間▶ 9:00～17:30（休憩1h） 

13:00～17:30 
※時間帯お選びいただけます。

給　与▶時給950円
勤　務▶月～金
休　日▶土・日・祝日、会社カレンダーによる
待　遇▶ 各社保険完備、交通費規定支給、 

車通勤可、正社員登用有

【担当】 
上原☎0123-22-5400

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。 
Web応募フォームからのご応募もお待ちしております。

未経験者 
   歓迎♪

千歳市流通 
1丁目4-14

HALファイン・ビズ・グループ

株式会社　HALサーブ

土日お休み！

お子様の行事休み等 
対応可能！

定着率の良い職場で、安心して長く働けます!

千歳 ア パ クリーニングスタッフ

〒066-0022 
千歳市豊里

1丁目2番15号

担当/ 下
しもたしろ

田代☎0123-23-1105
まずはお気軽にお電話ください！

業績好調のため、

増員募集！
仕　事▶ 食肉加工業務、ピッキング業務、商品管理業務等
資　格▶ 普通自動車免許、未経験者歓迎、44歳未満の

方（若年層キャリア形成の為）
給　与▶ 月給204,100～250,000円 

（一律手当/固定残業代月45h 49,995～
61,245円含む） 
 ※45hを超えた場合は別途支給 
※試用期間3ヶ月（日給9,340円）

時　間▶ 8:00～17:30（実働8h）
休　日▶ 週休2日制（日曜日・その他1日）、 

お盆・年末年始、年次有給休暇有 
※1～11月は土日休み（土曜日は当番制で、
　出勤の可能性有。平日に振替休日付与。） 
※12月は日曜日休み

待　遇▶ 各社保完備、車通勤可、昇給有、 
決算手当、退職金制度有

★ 道内外レストランへの 
食肉販売の会社です！

未経験者歓迎！

千歳 正 食肉の製造・管理

時　間▶ <2班2交代制> 
①8:30～17:30、②20:30～翌5:30　 
<3班2交代制> 
①8:30～18:30、②20:30～翌6:30 
※2パターンより選択

給　与▶時給1,200円～　※22時以降/時給1,500円～
休　日▶ <2班2交代制>土日、大型連休有 

<3班2交代制>4勤2休、大型連休有
待　遇▶ 各社保完備、車通勤可、交通費規定支給、 

制服貸与、送迎有、日払い・週払い有
勤務先▶千歳市、苫小牧市

㈱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

★ レンタカースタッフ（長期）、 
食品製造のお仕事等、いろいろあります!

★ ホテル（フロント・清掃）、 
電気部品製造等の高時給案件も有！

【長期】自動車部品製造
千歳・苫小牧 派 自動車部品製造

期　間▶7～8月の2ヶ月間
仕　事▶宅急便の仕分け作業
資　格▶未経験者歓迎
時　間▶ ①15:00～20:00(実働5h) 

②23:00～翌4:00(休憩1h、実働4h)
給　与▶時給1,100円　※22時以降時給1,375円
勤　務▶週4～5日
待　遇▶ ヘルメット貸与、安全靴貸与、車通勤可、 

①は交通費規定支給、②は送迎バス利用可
勤務先▶ ヤマト運輸（株）千歳ベース 

千歳市泉沢1007-206

千歳市平和1388-16

まずはお気軽にお電話ください。

ヤマト運輸株式会社　新千歳空港支店

☎0123-23-1185【担当】 
平吹（ひらぶき）

募集 
時間

15:00～20:00（実働5h）1
4名募集！
5名募集！

23:00～翌4:00（休憩1h、実働4h）2

 
   

時給 1,100円！ 22時以降は 
時給1,375円

千歳 ア パ 宅急便仕分け作業

まずはお電話ください。 お問い合わせもお待ちしております。

☎0145-22-3452 担当/佐々木

勇払郡安平町早来富岡254-6 
東海物産㈱北海道工場
■調味料探究会社

仕　事▶ 原料（液体・粉末・ペースト）の投入補助、野菜・畜肉な
どのカット作業 
製造機械・器具の洗浄（調味料を入れる樽やカゴ、装
置や配管の洗浄） 
包装作業（容器に調味料を充填、段ボールに入れる、
パレットへの移動）

時　間▶ 9:00～17:30　※実働7.5h　 
※製造内容や業務により遅番の場合有

◆食品製造補助

仕　事▶ 調味料の包装作業、パレットへの移動等
時　間▶ フルタイム/9:00～17:30　※実働7.5h 

パートタイム/10:00～16:00　※実働5.5h

◆食品包装作業

資　格▶未経験者歓迎、車通勤可能な方
給　与▶時給1,050円～
休　日▶土日祝、他会社カレンダー有
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

無料駐車場有、作業服貸与、試用期間3ヶ月

《共通項目》
★慣れてしまえばすぐに覚えられる簡単な作業です。

土日祝 
お休み

希望休の取得はもちろん、
急なお休みにも対応します！

★千歳・恵庭から車で20～30分程度、静かな道で快適通勤♪

長期安定

安平 契 食品製造補助 契 パ 食品包装

日本管財サービス株式会社千歳市青葉8-3-1

担当/高倉☎24-0800
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡

沼ノ端・早来方面からの通勤も可能！

仕　事▶ 施設の入退場警備 
（車両・人の入構許可証の確認及び発行手続き等）

資　格▶ 車通勤出来る方、定年者の方も歓迎
時　間▶ 0:00～24:00 

※6h勤務の4交代で月150～160hの勤務
勤　務▶ シフト制（年中無休）
給　与▶ 無資格/時給950円～ 

施設警備1級/時給1,030円～　※資格手当資規定支給
待　遇▶ 社保完備、雇用保険、有給休暇、 

交通費規定支給（上限12,000円）、 
退職金制度有（条件有）、制服貸与、正社員登用有

勤務先▶ 新千歳空港貨物ターミナル

定年の方も
歓迎！

施設警備をやってみませんか！
千歳 契 空港警備


