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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
道と川の駅「花ロードえにわ」敷地内
恵庭市南島松817-18 ☎36-2700

毎週木曜日は加工品Day！
通年営業

正社員・パート
募集!

電話連絡の上、写真付き履歴書を持参 
もしくはご郵送ください。 〒066-0064 千歳市錦町4丁目9番地

（株）マリアージュインベルコ千歳支社 採用担当宛 

【履歴書郵送先】

★勤務時間や休日は応相談 ★扶養内勤務可能 ★通勤手当有

小学生から高校生のお子様がいる方には

（1日500～700円　※規定有）
子育て支援金支給

千歳 正 パ ホールスタッフ

◆ パート
仕　事▶ 接客、配膳、片付け
時　間▶ ①10:00～15:00、 

②17:00～20:00 ※①、②選択可
休　日▶ 週休2～3日 ※時間応相談
給　与▶時給1,000円 ※土日/時給1,100円

◆ 正社員
仕　事▶ 婚礼、宴会レストラン業務等全般
時　間▶ 9:00～21:00の間でシフト制 ※実働8h
休　日▶週休2日
給　与▶ 月給179,240円 

※試用期間2ヶ月/同条件

共通項目
勤務先▶ ベルクラシックリアン平安閣/千歳市錦町4丁目9　　待　遇▶ 各種保険完備、制服貸与、車通勤可、有給休暇

パートの
方は

(採用担当部署直通)080-4415-2765

★ 社員登用有

【共通項目】
給　与▶時給1,000円
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇、土日祝勤務可能な方歓迎
待　遇▶ 雇用・労災保険、時間により社保加入、制服貸与、 

交通費全額支給

◆新千歳空港内施設清掃(ゴミ回収及び床面清掃） 
★性別不問
時　間▶12:30～21:00（実働7.5h）
勤　務▶月22～23日程度 
◆新千歳空港内施設清掃(ゴミ回収及びトイレ清掃） 
★業務の特性上、女性歓迎
時　間▶ ①12:30～21:00（実働7.5h）  

②17:00～21:00（実働4h） 
※①②選択可、組み合わせも可

勤　務▶ 月22～23日程度 
※①②を組み合わせて月15～20日程度の勤務も可 

◆新千歳空港内施設清掃(トイレ清掃メイン） 
★業務の特性上、女性歓迎
時　間▶8:00～11:30（実働3.5h）
勤　務▶月15～20日程度

☎011-271-1749【札幌事業部】担当/三浦
千歳市柏台南1丁目3番1
（千歳アルカディア・プラザ3F）

千歳
営業所

千歳 パ 清掃

清掃スタッフ募集！

長沼町幌内1066

まずはお電話ください。
担当/

加藤・北島  ☎0123-84-2121
雪印種苗(株) 北海道研究農場

仕　事▶とうもろこしの交配作業
給　与▶ 時給1,000円
期　間▶7月25日前後～8月26日頃
時　間▶ ①8:40～17:30  

②8:40～15:00
休　日▶降雨時と本人の希望日
待　遇▶交通費規定支給

夏休みの短期アルバイト!
初めての方
でもOK!!

恵庭・千歳市街より車で20分程度の場所

その他 ア 試験業務

勤務先▶ 札幌地域：北野営業所（清田区）、手稲営業所（手稲区） 
千歳地域：千歳営業所（朝日町）

資　格▶ 二種免許保持者で経験・未経験不問 
普通免許のみで未経験者の方も大歓迎 
（2種免許養成システム万全）

時　間▶ 7:30～翌2:30（拘束19h、実働16h）
休　日▶ 月6日（隔勤30日サイクル、日勤夜勤28日サイクル）
給　与▶ 完全歩合制 

（月間売上42～60万円の場合/月20～30万円） 
※試用期間6ヶ月間有、その後正社員登用の途有 
　（正社員登用後は賞与・燃料手当有）

待　遇▶ 各社保完備、共済保障制度有、制服上下・ネクタイ貸与
（Yシャツは毎年支給）、車通勤可、各サークル有

タクシードライバー大募集

今すぐお電話ください！

★ 女性ドライバーを始め、60歳以上の
方、若い世代の方等、様々な年代層が明
るく元気に勤務しています

★ 「笑顔で接客・真心サービス」を年間ス
ローガンとして、サービス向上に努め
ています

教育は万全 
育成費用は
当社負担

1日の仕事量の7～8割が
無線とスマホアプリ配車！

安定収入が見込めます

社会に必要不可欠な
エッセンシャルワーカーとしての

■一般乗用旅客自動車運送事業 千歳営業所
本社人事課

千歳市朝日町3丁目20
札幌市清田区北野1条1丁目9番1号

☎0123-26-1411
☎011-881-3111金星ハイヤー千歳営業所

金星ハイヤーは
あなたの情熱と活力
を求めます！

千歳・その他 契 タクシー乗務員

7/22必着で写真付履歴書をご郵送ください。
※履歴書返却不可

北ガスサービス㈱

〒060-0033 札幌市中央区北3条東7丁目360番地2
北ガスサービス㈱ 業務グループ 千歳検針採用担当 宛

☎011-792-8230

◆検針業務（嘱託）
期　間▶ 1年契約（更新有）　※試用期間3ヶ月有
仕　事▶ ガスメーターの検針業務（千歳市内）
資　格▶ 車持込可能な方、未経験者歓迎
報　酬▶ 月140,000～150,000円  

※他各種手当有　
時　間▶ 8:40～16:20　※月1回夜間検針作業有
休　日▶ 土日祝、年末年始、お盆 

（年5回程度土曜勤務有）
待　遇▶ 社保完備、業績手当（年2回）、作業交通費 

規定支給、制服貸与
勤務先▶ 千歳市清水町1丁目1-1 

北海道ガス㈱千歳支店内

ガスメーター
検針スタッフ募集

毎月安定した収入が期待できます!!

千歳 嘱 検針業務

千歳・恵庭 派 フォークリフトオペレーター、野菜等の選別

《共通項目》
期　間▶7月中旬～10月末
給　与▶ オペレーター/時給1,300円 

選別作業員/時給1,050円
時　間▶  8:30～17:30　残業1h程度
休　日▶ 週休2日（土日祝勤務有）
待　遇▶交通費規定支給　　勤務先▶千歳、恵庭 札幌市中央区大通西三丁目6 北海道新聞社ビル北一条館2F 派13-308469

☎011-215-0761

株式会社MAYA STAFFING
 maya-hokkaido@mayass.com
https://mayastaffing.com/WEB

札幌市中央区大通西10丁目4 
南大通ビル㈱カネイ

◆清掃スタッフ 
　【事務所内の床、トイレ等の清掃】
給　与▶ 時給900円
時　間▶ 8:00～12:00の間で実働3h ※応相談 

例/8:00～11:00、9:00～12:00等
休　日▶ 土日祝
待　遇▶ 交通費規定支給、労災保険、制服貸与
勤務先▶ 恵庭市戸磯604 ★車通勤OK!! 

★目の前にバス停有！通勤に便利♪

未経験歓迎
年齢不問

まずはお気軽にお電話ください。面接は恵庭市内で行います。
担当/我妻☎011-208-4646

丁寧に教えます

何歳からでも
チャレンジOK！

恵庭 パ 清掃スタッフ

電話連絡のうえ、写真付き履歴書をお持ちください。

仕　事▶ 野菜類の仕分・配送業務、営業
資　格▶ 要普通自動車免許
給　与▶  月給180,000円以上
時　間▶ ①7:00～16:00（休憩1h） 

②6:00～15:00（休憩1h）
休　日▶ 水・日・祝
待　遇▶ 社用車通勤可

千歳市錦町23番地　林ビル1F〒066-0064
有限会社 ハヤシ青果

☎0123-22-0710
☎0123-22-0200

【受付】
9～17時

勤務時間ご相談ください♪

勤務時間が 
選べます！

男女共に 
活躍中！

千歳 正 仕分け・配送・営業

千歳市美々新千歳空港
ターミナルビル3F 

☎0123-46-5637
090-3890-2046

仕　事▶洗浄機を使用しての食器洗浄
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶時給1,400円
時　間▶ 11:30～15:30
勤　務▶ 火・水・金
待　遇▶ 交通費規定支給・食事付き

釧路レストハウス(株)
担当:野田

電話連絡の上、写真付
履歴書をお持ちください。

1,400 !!

OK!!

千歳 ア パ 洗い場

つつみ整形外科クリニック
〒061-1431　恵庭市有明町3丁目1-6

医療法人社団

看護師募集!
仕　事▶ 外来看護業務
資　格▶ 看護師免許保持者
給　与▶ 月216,600円～（総支給・諸手当込）
時　間▶ ◇月・火・木・金/8:30～17:30　

　（休憩1.5h） 
◇水・土/8:30～12:00

勤　務▶シフト制
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、制服貸与、 

車通勤可、賞与年2回/4.5ヶ月 
（昨年実績）

勤務開始日は相談に応じます。

担当/堤☎33-7722
【受付/8:30～17:30 （水・土は12:00まで）】

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭 正 看護師

社会福祉法人追分あけぼの会 安平町追分
青葉1丁目102番地

◆特別養護老人ホーム追分陽光苑/【正・契】
給　与▶  正/月給180,400～242,400円 

契/月給205,391～213,528円
時　間▶7:45～16:30、9:15～18:00 
休　日▶  シフト制　※月9～10日

☎0145-25-2233 担当/小林、木村
まずはお気軽にお電話ください。委細面談。 

資　格▶ 看護師、准看護師資格、 
看護経験あれば尚可、 
59歳以下（定年雇用止めの為）

待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 
無料P有、昇給・賞与、各種手当有

◆追分陽光苑デイサービスセンター/【契】
給　与▶ 月給205,391～213,528円 
時　間▶ 8:00～16:45
休　日▶ 土・日、正月休み有　※月9～10日
《全体共通項目》

看護職員急募!
安平 正 契 看護職員

24時間受付OK！ 
お気軽にお電話ください。 0120-172-642

千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F
当社は「社団法人 日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号 派01-300587㈱アスクゲートノース

期　間▶ 即日～10月上旬
時　間▶ 9:00～17:00 

※午前・午後・昼休憩有
給　与▶ 時給1,011円～
休　日▶週2～4日で相談可能期　間▶長期

時　間▶ 8:00～17:00、19:00～翌4:00 
※2週ごとの交代制 
※月平均30h程度残業有

給　与▶ 時給975円～ 
※22時以降深夜割増有

休　日▶ 日祝（土曜出勤の可能性有） 
※会社カレンダーによる。

期　間▶即日～8月末まで（延長の可能性有）
時　間▶ ①8:00～17:00 

②9:00～18:00 
③11:00～20:00 ※1日8h勤務

給　与▶ 時給1,050円～
休　日▶ シフト制（月9日程度休み）

期　間▶長期　※更新制
時　間▶ 10:00～14:00 

（9:00～16:00内での4～6h、応相談）
給　与▶ 時給1,000円～
休　日▶シフト制（週2～4日で相談可能）

10:00～17：00
7/ 19火

ちとせモール　千歳市勇舞8丁目1-1
場 所

ご参加、お待ちしております♪

お仕事相談 登録会＆

開催！相談だけでも 
OK! 

千歳 派 製造、販売、野菜の選別、清掃

農作業パートさん募集！
勤務期間、日数、時間に細かく応じます。

仕　事▶ 種まき、草取り、収穫作業などの農作業全般
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給900円～
時　間▶8:30～17:00の間で応相談
勤　務▶ 週1日～ （平日のみ）
期　間▶即日～11月
待　遇▶ 交通費規定支給、労災保険

恵庭市下島松116番地 出
で ぐ ら

倉農場
☎090-3468-6988応募：携帯にお電話ください。
受付/12～13時または18時以降
担当/出倉（でぐら）

※ 作業中で出られない場合がありますが、メッセージ
を残していただけましたら折り返し致します。

未経験者 
歓迎

外で体を
動かしませんか！

恵庭 パ 農作業

仕　事▶接客、レジ、品出し等の店内業務全般 
資　格▶ 未経験者歓迎、学生可
給　与▶ 高校生/時給920円 

一般/ 時給970円 
※試用期間100h/時給970円

時　間▶  ①8:00～13:00(実働5h) 
②12:00～17:00(実働5h) 
③17:00～21:00(実働4h)　※時間応相談

勤　務▶ 週1日～　※応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

千歳市東郊2丁目1番17号
シャトレーゼ千歳東郊店

まずはお気軽に 
お電話ください。 ☎0123-40-6660

は
土 日 U

P
時
給30円祝

千歳 ア パ 店内業務


