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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

仕　事▶�厨房での調理補助�他
資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶�時給890円
時　間▶�18:00〜22:00　※応相談
勤　務▶�週3〜4日　※応相談
休　日▶�日曜・祝日、第5土曜、�

夏休み（お盆前後1週間）、�
年末年始(12/30〜1/3)

待　遇▶�交通費全額支給、扶養内勤務可、�
ミニボーナス有、有給休暇（入社半年後に付与）

短時間のお仕事です！!

㈱共立メンテナンス ドーミー千歳
〒066-0035�千歳市高台2丁目5-10

担当/市村☎22-5600 【受付/10〜16時】
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

千歳 パ 調理

初めての方
料理好きな方 

歓迎★

仕　事▶�廃棄物･資源物の回収等�
（塵芥収集車･4tトラック運転手、他）

資　格▶�普通自動車免許、中型・大型自動車免許あれば尚可
時　間▶�7:30〜16:30(実働5〜8h程度)
勤　務▶シフト制
給　与▶�月159,300～177,000円  

※取得している免許による
待　遇▶�各社保完備（勤務状況による）、交通費規定支給、�

飲料補助有（7・8月）、暖房手当（9月〜翌3月）、�
年末手当、免許取得制度有

勤務先▶�千歳市内

〒066-0067　千歳市桂木3丁目9-26
有限会社 協成ワーク

退職金制度、傷害保険、生命保険等
福利厚生充実!!

担当/髙橋☎0123-27-7244応募

千歳 正 廃棄物・資源物回収等

助手も 助手も 
同時募集！同時募集！

安心して安心して
働けます♪働けます♪

勤務先▶JR南千歳駅および近隣の駅
仕　事▶�駅舎内全般の清掃（男女・バリアフリー

トイレ含む）、ゴミの収集・分別、他
時　間▶�8:30〜15:45�※実働6.5h
給　与▶�時給895円 ※試用期間3ヶ月有（同条件）
勤　務▶4週6休�※シフト制、応相談
待　遇▶�各社保完備、有給休暇、�

交通費規定支給、制服貸与
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。担当/安藤

北海道クリーン・システム㈱ 札幌鉄道支店 空港営業所
千歳市美々JR新千歳空港駅舎内■JR北海道グループ

☎0123-45-7160 080-2877-3015

駅舎清掃スタッフ駅舎清掃スタッフ
募集!募集!★女性活躍中!

千歳 パ 清掃

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

千歳市北陽1丁目2-1フードD365千歳店
担当/加々谷☎27-5370

勤務日数・休日応相談!!

Qua ity & Discount スタッフ募集！
学生大歓迎！！

給　与▶�時給899円
時　間▶�17:00〜21:00
勤　務▶週3〜4日
待　遇▶�制服貸与

 

レ
ジ

千歳 ア レジ

仕　事▶�牛乳・ソフトクリーム等の販売、接客、品出し、レジ打ち等
資　格▶�未経験者・経験者共に歓迎、�

フルタイム・土日勤務できる方歓迎、学生不可
給　与▶�時給920円～ ※試用期間3ヶ月/時給890円
時　間▶�7:30〜20:30の間で実働7.5h�※休憩1h�

①7:30〜16:00　②10:00〜18:00�
③12:00〜20:30

休　日▶��月8〜10日　※シフト制
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、社員割引有、空港施設内割引有、

制服貸与、有給休暇
勤務先▶�Milk�Stand�北海道興農社（新千歳空港国内線ターミナル2F）

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。【担当】田仲

Milk Stand 北海道興農社（北海道興農社）
千歳市美々�新千歳空港国内線ターミナルビル�2F

☎0145-26-2800【受付】平日�9:00〜17:30
★ フルタイムでしっかり働ける！ ★ フルタイムでしっかり働ける！ 

★ 日数や時間は相談の上、決定します！★ 日数や時間は相談の上、決定します！

販売スタッフ販売スタッフ 募
集

千歳 ア パ 販売

未経験者未経験者
 歓迎！ 歓迎！

仕　事▶�北海道産のフルーツの販売業務全般、�
生フルーツ・カットフルーツ・フレッシュジュース・
フルーツ加工品、ソフトクリームなどの販売・�
補充・レジ業務、商品の発送受付等

資　格▶�未経験者・経験者共に歓迎、�
フルタイム・土日勤務できる方歓迎、学生不可

給　与▶�時給920円～　※試用期間3ヶ月/時給890円
時　間▶�7:30〜20:30の間で実働7.5h�※休憩1h�

①7:30〜16:00　②10:00〜18:00�
③12:00〜20:30

休　日▶��月8〜10日　※シフト制
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、社員割引有、�

空港施設内割引有、制服貸与、有給休暇

勇払郡安平町早来富岡210-20
受付/平日9:00〜17:30�
担当/田仲☎0145-26-2800

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

（新千歳空港国内線ターミナルビル2F）
HOKKAIDO FRUITS 耕人舎HOKKAIDO FRUITS 耕人舎

北海道の美味しいフルーツを 北海道の美味しいフルーツを 
道内・道外のみなさんにお届け♪道内・道外のみなさんにお届け♪

★面接日や勤務開始日はご相談ください。

千歳 ア パ 販売

時　間▶16:00〜18:30（実働2.5h）
勤　務▶週2〜3日程度　※車通勤可
休　日▶日曜日

◆流通3丁目/デイサービス

時　間▶10:00〜15:00（実働4.5h）
勤　務▶月24日程度、シフト制

◆新千歳空港/ベッドメイク

時　間▶16:00〜19:00（実働3h）
勤　務▶週5日　※車通勤可
休　日▶日曜日

◆新富1丁目3-5

時　間▶7:00〜16:00（実働7h）、7:00〜11:00（実働4h）
勤　務▶月24日程度、シフト制

◆新千歳空港/国際線ターミナル

Wワーク Wワーク 
  OK！  OK！

給　与▶時給890円
待　遇▶交通費規定支給共通項目

千歳市美々新千歳空港内�ターミナル�アネックスビル2F

受付/9〜17時
※日・祝を除く

■総合施設管理 千歳支店日興美装工業㈱

まずはお電話の上、面接の際に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-1171☎0123-22-1171

清掃清掃 スタッフスタッフ募集中募集中
＼千歳市内のお仕事です♪千歳市内のお仕事です♪／

千歳 ア パ 清掃

給　与▶時給1,200円+交通費
時　間▶8:30〜17:30（実働8h/休憩1h）
休　日▶�土日�

※会社カレンダーにより土曜出勤の場合有
期　間▶�12月末まで（延長の可能性有）

◆ 発泡スチロールの仕分け / 千歳市

給　与▶�時給1,000円+交通費�
夜間（22:00～翌5:00）は時給1,250円

時　間▶24時間の間で4h〜�
勤　務▶週3日〜
期　間▶長期

◆ パンの仕分け / 恵庭市

給　与▶時給1,100円+交通費
時　間▶�9:00〜15:00または10:00〜15:00で応相談
休　日▶土日祝
期　間▶12月末頃まで

◆ 短期 一般事務 / 千歳市

給　与▶時給1,100円+交通費
時　間▶�早番7:10〜15:40�

遅番12:45〜21:15�※シフト制�
（実働7.5h/休憩1h）

休　日▶週休2日シフト制
期　間▶長期

◆ 空港ラウンジでの接客 / 千歳市

㈱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

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

☎0123-25-☎0123-25-32213221
http://www.imp-link.co.jp/chitose/

一般労働者派遣事業/派01-300271有料職業紹介事業/01-ユ-300107

千歳・恵庭 派 仕分け、一般事務、接客

扶養内相談可扶養内相談可

勤務時間・日数・曜日すべて相談可！
◆ 10:00～15:00で土日と平日1日お休みの週4日
◆ 18:00～22:00で週3日でWワーク希望等例

長期
短期

フルタイム
パートタイム

W ワーク

製造製造 作業作業

事務事務 接客接客

アナタの「働きたい！」を 
全力サポート！いたします♪

宅急便仕分けスタッフ募集!!急募

◆宅急便仕分け
資　格▶�未経験者・フリーター大歓迎、�

学生歓迎、高校生不可
給　与▶�表参照　　　時　間▶表参照
勤　務▶�週3日〜�※応相談
待　遇▶�ヘルメット貸与、安全靴貸与、�

送迎バス有、車通勤可（時間外の場合交通費支給有）

8月8月
単月単月もOKもOK

8月･9月の8月･9月の
2ヶ月2ヶ月

千歳ベースで日中開催の面接会には、
千歳駅裏（スノーショップ駐車場前）の
送迎バスをご利用可能です。
10時開催→9:12発 
14時開催→13:12発

便利な送迎バスも
運行中！

千歳市泉沢1007-206ヤマト運輸株式会社　千歳ベース
☎0123-48-3812担当/�越川（こしかわ）

※�今回の募集は、高校生の方は対象外です。ご了承ください。

学生学生さんさん、 、 
主婦（夫）主婦（夫）さんさん、 、 
フリーターフリーターさんさん

大
歓
迎

面接会
にお越しください！

持ち物
・黒ボールペン 
・写真付き履歴書

●�各回とも開始時間の5分前までに�
会場へお越しください。

千歳ベース
❶10:00〜
❷14:00〜 
❸19:00〜

恵庭市民会館 ❶16:00〜
❷18:00〜

7/
月25

7/
日土2423 月25

勤務時間 時給 送迎
1 16:00〜19:00（実働3h） 1,100円 千歳

2 19:30〜23:00（実働3.5h） 950円 22時以降1,188円 千歳・恵庭

3 19:30〜24:00（実働4.5h） 970円 22時以降1,213円 -

4 19:30〜翌4:00（実働7.5h/休憩1h） 970円 22時以降1,213円 千歳・恵庭

5 20:00〜24:00（実働4h） 970円 22時以降1,213円 -

6 20:00〜翌1:00（実働5h） 1,000円 22時以降1,250円 -

7 21:00〜翌1:00（実働4h） 1,000円 22時以降1,250円 -

8 21:00〜翌4:00（実働6h/休憩1h） 970円 22時以降1,213円 -

9 22:00〜翌4:00（実働5h/休憩1h） 970円 22時以降1,213円 -

10 23:00〜翌4:00（実働4h/休憩1h） 1,000円 22時以降1,250円 千歳・恵庭

土
日
の
み
の

土
日
の
み
の  

勤
務
も
可
能
！

勤
務
も
可
能
！

千歳 ア 宅急便等仕分け作業

仕　事▶�恵庭市内の農家での農作業、収穫作業
資　格▶�18歳以上、車通勤可能な方�

※健康な方、未経験者歓迎、経験不問
給　与▶�5～8時/時給1,079円 

8～17時/時給930円
時　間▶�①5:00〜8:00�②5:00〜12:00�

③8:00〜17:00�
※その他可能な時間帯で調整可

期　間▶即日〜10月末頃まで
待　遇▶�労災保険有、交通費規定支給�

（1日300〜500円）
勤務先▶恵庭市内の農家

人材雇用確保事業恵庭地区運営協議会
JA道央 恵庭・北広島営農センター 営農振興課

事
務
局

担当/松村・高畠（たかばたけ）

☎0123-36-8916
【受付時間 月〜金（祝日除く） 9:00〜16:00】

〒061-1352  
恵庭市島松仲町 
2丁目10-14

農作業・収穫農作業・収穫スタッフスタッフ募募 集集
健康な方 未経験者歓迎 経験不問

恵庭 パ 農作業、収穫作業スタッフ


