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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

配管を流れているのは
水や空気だけではありません。

その管には私たちの情熱と信頼が流れています。
一緒に働く仲間を待っています。

株式会社髙橋管機工業 千歳市本町２丁目6 TEL：0123-23-2419

 miyoshi-konpou-3443@m7.dion.ne.jp

給　与▶ ①時給1,120円　②時給1,500円 
※別途支給  残業平均30h程度/月

時　間▶ 8:00～17:00　※実働8h
休　日▶ 日祝、第1・第3土曜日 

GW、お盆、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇制度、 

制服貸与、交通費規定支給
勤務先▶ 北広島市共栄工業団地

お電話の上、面接時に写真付履歴書をお持ちください。

☎011-787-3443

札幌市東区北34条東20丁目5番11号
三好梱包商事㈲派遣事業部
一般労働者派遣事業(派01-301226)

①工場内軽作業スタッフ
②溶接工(アーク溶接)
各2名募集

長く勤務できる方 
やる気・元気のある方

派遣スタッフ募集

（札幌本社）

歓
迎

ご
応
募

お
待
ち
し
て
い
ま
す
！

北広島 派 軽作業、溶接工

電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

恵庭市牧場281-2
〒061-1421らくだ軒 恵庭店

☎39-2821応募 受付/10～17時 
担当/古名（フルナ）

スタッフ
JR恵庭駅
から

無料送迎
バス有

らくだ軒

仕　事▶ イタリアンレストランでの接客業務、 
ピザやパスタの調理業務、食器洗浄等

時　間▶ 9:00～18:00の間で 
3～8h（時間帯応相談）

資　格▶ 経験者・未経験者歓迎、学生歓迎、高校生可
給　与▶ 一般/時給1,000円 

（4～10月の土日祝は＋50円で 
 時給1,050円）　 
高校生/時給950円～

勤　務▶ 週1～5日、1週間毎の 
シフト制（勤務日数応相談）

待　遇▶ 無料送迎バス有（JR恵庭駅から）、交通
費規定支給、車通勤可、食事補助制度有、
制服貸与、労災保険、有給休暇制度有、
65歳定年制（定年雇い止めのため）

急
募

恵庭 ア パ ホールスタッフ、キッチンスタッフ

仕　事▶ レジ、接客、清掃、品出し等
資　格▶ 未経験者歓迎、長期勤務でき

る方、土日祝勤務できる方 
※ 教育期間中は平日に 
勤務可能な方

時　間▶ 22:00～翌7:00
給　与▶ 時給1,113円～
勤　務▶ 週3日～相談OK 

たくさん働きたい方も応相談
待　遇▶制服貸与、車通勤可
応　募▶ 電話の上、写真付履歴書を 

お持ちください。

☎37-8355 担当/佐々木
【受付時間/10時～18時】

急募！

恵庭島松東町店 
恵庭市 
島松東町 
3-7-8

島松東町店 店内業務 
スタッフ募集！

恵庭 ア パ 店内業務

フリーターさん
主婦（夫）さん 歓迎!!

◆札幌工場（恵庭市戸磯47-7）
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶ 9:00～18:00、10:00～19:00、

22:00～翌7:00　※時間前後要相談
給　与▶ 時給890円～+交通費規定支給 

※22:00～翌5:00/深夜手当有
休　日▶週2日　※シフト制
待　遇▶ 各種社会保険完備、 

有給休暇有、制服貸与、 
昇給有（人事考課による）、 
車通勤可、交通費規定支給

製造

株式会社エフビーエス
〒061-1405　恵庭市戸磯47-7札幌工場

☎31-0900
まずはお気軽にお電話ください。

受付/9～17時 
担当/原田・本間

パン

セブン-イレブン・ジャパン向けパンの 
製造をしている会社です。

スタッフ募集

恵庭 パ 製造

パンが
 良い匂い♪

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

仕　事▶ 一般事務
資　格▶ 基本的なPCスキル（Excel・Word)、 

59歳まで（60歳定年の為)
給　与▶時給950円 ※試用期間3ヶ月/同条件
時　間▶  8:30～17:00 ※応相談
休　日▶ 土日祝、他
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇制度有、 

交通費規定支給、車通勤可、制服貸与
まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-32-2265
恵庭市北柏木町3-47ヤナセ製油(株)札幌営業所

一般事務募集
Excel・Word操作できればOK！

恵庭 パ 事務
親切･丁寧に指導いたしますので未経験者でも安心！

仕　事▶ ①浴場、脱衣室等の清掃 
②清掃、簡単なボイラー操作（資格不要）

資　格▶未経験歓迎、シニアの方も歓迎
時　間▶5:30～9:00（実働3.5h、時々0.5h延長あり）
給　与▶時給920円
勤　務▶年中無休/シフト制（土日のみ出勤も可能）
待　遇▶労災保険、交通費規定支給、車通勤可

清掃員募集

日本管財サービス株式会社
〒066-0015　千歳市青葉8丁目3番1号

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。

◆ 千歳乃湯えんの清掃

時 
給 920円

千歳 パ 清掃

時　間▶ ①8:00～12:00（実働4h） 
②13:00～17:00(実働4h) 
③18:00～22:00（実働4h） 
④22:00～翌6:00(実働7h) 
※固定シフト

給　与▶ 時給900円～　※22:00～翌5:00/時給1,125円～
勤　務▶ 3勤1～2休　※④は日数応相談

時　間▶ ①7:30～11:00（実働3.5h) 
②8:00～11:45（実働3.75h) 
③8:00～12:00（実働4h）　※①、②、③シフト制

給　与▶ 時給900円 （月額63,000円程度）
休　日▶ 週休2日程度、年末年始

◆雇用保険有/④のみ社会保険有

市内送迎有

仕　事▶プラスチックケースの拭取り清掃 
時　間▶ ①9:00～12:00(実働3h) 

②13:00～16:00(実働3h) 
③9:00～16:00（実働6h）　※①、②、③シフト制

給　与▶時給950円～　　休　日▶土・日・指定日

給　与▶ 時給950円～ 
※月額130,000円程度

時　間▶ 8:30～16:00（実働6.5h）
休　日▶ 土・日、工場指定日　※祝日のある週は土曜出勤有

◆雇用保険有

◆雇用保険・社会保険有

千歳市泉沢

待　遇▶交通費規定支給、制服貸与
共通項目

㈱クリーン開発 〒066-0019  
千歳市流通1丁目4番7号

■ ビルメンテナンス・廃棄物収集運搬処理・ハウスクリーニング

☎0123-24-7787 担当/金子

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

時　間▶ 8:00～12:00（実働4h）
給　与▶ 時給950円～（月額80,000円程度）
休　日▶ 土・日・祝、GW、夏期、年末年始

◆雇用保険有

時　間▶ 9:00～14:00（実働5h）
給　与▶ 時給900円～
休　日▶土・日・祝　※週3日程度の勤務（日数応相談）

Web応募
はコチラ!

ヤマト運輸（千歳市泉沢）

デンソー北海道（千歳市泉沢）

札幌日清（千歳市上長都）

新千歳空港 (千歳市美々)

時　間▶ 8:00～11:30（実働3.5h）
給　与▶ 時給900円～
休　日▶土・日・指定日、年末年始

公立千歳科学技術大学

キリンビール北海道千歳工場 (千歳市上長都)

◆雇用保険有
時　間▶ 8:30～14:30（実働5.5h） 

水・日/8:30～16:30（実働7h）
給　与▶時給900円～
勤　務▶ 月15日程度、1勤1休

フルールハピネス（恵庭市和光町） 

時　間▶ 8:00～11:00（実働3h）
給　与▶ 時給900円～ 

（月額55,000円程度）
休　日▶土・日・祝、年末年始

恵庭市盤尻

千歳・恵庭 パ 清掃

期　間▶11月中旬まで
給　与▶ 時給900円～
時　間▶ 8:30～17:30　※時間の変動有  
休　日▶土・日

草刈りスタッフ (本社 千歳市流通)
都合に合わせて週 1～勤務できます。経験者大歓迎！

勤務先▶長沼町
期　間▶8月16日頃～9月末頃
仕　事▶ 主に長沼農協にてトウモロコシの選別
資　格▶ 要普通自動車運転免許（通勤用）
給　与▶時給1,000円
時　間▶  8:30～17:00（実働7.5h、休憩1h） ※変動有
勤　務▶週3～6日 ※お休み希望も柔軟に対応します。
待　遇▶ 交通費規定支給

千歳市弥生2丁目5-1

まずはお気軽にお電話ください。

090-7648-0534
総合お手伝いサービス

［担当］
神馬

短期
時給1,000円

8月16日頃～9月末頃
その他 ア トウモロコシの選別

仕　事▶店頭販売 ※簡単な厨房作業もあります。
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶ 時給900円～
時　間▶ ①9:00～14:00 （実働5h） 

②14:00～19:00 （実働5h） 
③15:00～19:00 （実働4h） 
※シフト制 ※応相談

勤　務▶週2～4日 ※火曜定休日
待　遇▶雇用保険（時間による）、車通勤可、制服貸与
勤務先▶ bakery BOB GEORGE 

（恵庭市住吉町1丁目1-1）

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は恵庭市の系列飲食店にて行います。

 090-8900-0296 担当/脇田
受付時間/11:00～17:00

BOB GEORGE

 

(株)ハイハット 【恵庭事業所】恵庭市漁町179番地

恵庭 ア パ 販売スタッフ
恵庭市内のベーカリー店 ボブ★ジョージ

期　間▶8月11～15日の5日間
仕　事▶ ホテル客室用品（シーツ、タオルなど）の 

分類及び仕上げ、包装作業など
資　格▶ 高校生以上、未経験者歓迎、 

かけもち勤務OK
時　間▶ 9:00～17:00（休憩70分）
給　与▶ 時給1,100円
勤　務▶3～5日
待　遇▶ 送迎バス有、車通勤可

未経験者歓迎
高校生OK!

短期8/11～15の5日間
募集‼短期 アルバイト

時給1,100円!!

千歳支店 〒066-0077 千歳市上長都1050番地1

履歴書（写真付）に、送迎バス・車利用の有無を記入の上、郵送 
またはお持ちください。採否は文書郵送にてお知らせいたします。

☎0123-24-2126
【受付/9～17時 担当/佐藤】

★以前当社で働いた方は電話してください!!

お盆に出勤 
できる方

10名
募集!!

千歳 ア 工場軽作業

詳しくはコチラ!
その他採用情報有

時給

社会福祉法人 千歳市社会福祉協議会 ほっとす

経験のない方も始められるお仕事です!

運転手兼
介護職員

給　与▶ 時給1,170円～ 
※資格に応じて加算有

時　間▶8:30～16:30（実働6.5h）
資　格▶要普通免許(AT限定可)
勤　務▶ シフト制 ※ご相談に応じます。
待　遇▶ 健康保険、厚生年金、雇用・労災保険、 

交通費規定支給

祝梅デイサービスセンターの送迎、
利用者支援等

☎0123-42-3133
［受付］月～土/8:45～17:15 ［担当］介護総務係

まずはお電話ください。

千歳 パ 運転手兼介護職員

千歳市新富1-3-5


