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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

期　間▶6ヶ月（条件により更新有） ※社員登用有
仕　事▶ 化粧品の販売、タッチアップ（メイクや 

スキンケアを直接お客様に施す。)等 
資　格▶ 年齢、学歴不問、化粧品販売の 

経験あれば尚可、車通勤可能な方
給　与▶時給920円
時　間▶ 8:45～21:00の間で8h 休憩1h
休　日▶ シフト制 月7～8日
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、 

試用期間3ヶ月有
まずはお気軽にお電話ください。

0144-57-0543
苫小牧市柳町
3丁目1-20

コスメティックAnne
イオンモール苫小牧店

苫小牧 パ 店内業務、エステ

仕　事▶ 高齢者向けお弁当の盛り付け、配達 
（調理はありません。）

資　格▶ 未経験者可（指導します。）
給　与▶ 時給910円
時　間▶ （盛り付け）9:00～12:00 

（配達）9:00～12:00、13:00～18:00 
※通し勤務も可

休　日▶シフト制（応相談）
待　遇▶ 交通費規定支給、昇給有

恵庭店 〒061-1424 恵庭市大町3丁目4ｰ3

お電話の上、写真付履歴書を
持参または郵送ください。

0123-25-3531
受付/9～17時

!

!
恵庭 パ 盛り付け、配達

まずはお電話ください。面接は勤務先で行います。

仕　事▶ 新千歳空港内のオフィス、廊下、 
トイレなどの清掃

給　与▶ 時給920円
時　間▶ 13:00～16:00（実働3h）
勤　務▶週4日　※シフト制
待　遇▶交通費規定支給、制服貸与、車通勤可
勤務先▶ 新千歳空港ターミナルビル（千歳市美々）

時給
920円

札幌市中央区北5条西2丁目5
JRタワーオフィスプラザさっぽろ16F三幸㈱北海道支店

011-261-8753

新千歳空港清掃
未経験者歓迎!

車通勤可

千歳 ア パ 清掃

小規模でアットホームな環境です♪
給　与▶ 正/月給190,000円～ 

契/月給185,000円～ 
パ/時給950円～

休　日▶ 4週8休
時　間▶ ⓐ8:30～17:30 ⓑ17:00～翌9:00 

※ ⓐⓑ交替制、夜勤なしも可
待　遇▶ 各社保完備（パートは勤務時間によ

る）、交通費規定支給、車通勤可、昇給・
賞与有、資格手当、試用期間3ヶ月

恵庭市幸町2丁目2-5茶話本舗 デイサービス恵庭

【受付/9～18時】
  担当/神田25-8890応募

介護職員も同時募集
日勤/時給900円～ ≪時間≫8:30～17:30（短時間も可）
夜勤/日給13,500円 ≪時間≫17:00～翌9:00

恵庭 正 契 パ 生活相談員

恵庭市黄金南
6丁目10番地4

恵庭 パ 青果、レジ

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

給　与▶ 時給899円
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！

◆青果

◆レジ

時　間▶ 8:00～17:00（社保有）

時　間▶ 16:00～21:00

仕　事▶ 接客レジ他、清掃や品出し等
資　格▶ 未経験者歓迎、 

フリーター・学生大歓迎
給　与▶ 一般/時給940円 

学生/時給920円
時　間▶ ①15:00～22:00 

②17:00or18:00～
21:00or22:00

勤　務▶週2日～
待　遇▶ 制服貸与、車通勤可

〒066-0023　千歳市寿1丁目1-9
千歳寿店

採用係 23-8558【受付/8～18時】
まずはお気軽にお電話ください。

千歳 ア パ 店内業務全般

・未経験者歓迎!!
期　間▶長期
仕　事▶一般住宅や民泊施設などの清掃
資　格▶要普通免許　 
給　与▶時給950円～
時　間▶9:00～18:00の間で応相談
休　日▶日曜日、当社指定日　
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、交通費規定支給  
勤務先▶千歳市、恵庭市

給　与▶ 月給192,000～288,000円 
（月24日間勤務の場合）

時　間▶8:00～17:00

千歳市根志越
68番4号

まずはお気軽にお電話ください。

合同会社シンセリティワーク
 0123-25-9188 担当/畠山

正社員 
登用有

正社員同時募集/千歳・苫小牧

・週1～勤務OK
千歳・恵庭・他 パ 清掃

岩内郡岩内町字大浜476-18 

担当/採用係

まずはお電話ください。面接は千歳で行います。

0135-67-7532

仕　事▶ コーヒー豆を機械へ投入し挽く作業や挽い
た豆の計測作業などを行います。他、飲料水
の検査に伴う作業などを行います。

資　格▶ 学歴・経験・資格不問・18歳以上
時　間▶ 8:30～17:30 ※時差出勤有 

※残業有、月20h程度
勤　務▶ 月16日程度（年間平均）
休　日▶ 土日祝、他平日1日 

（状況により土日祝出勤の可能性有）
給　与▶ 時給1,000円
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、残業手当
勤務先▶千歳市北信濃864-1

㈱アイ・コネクション

工場内作業
スタッフ
欠員募集!!
勤務時間・日数  相談に応じます!!

千歳 ア 工場内作業

〒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

千歳 正 食肉の製造・管理 恵庭

応募
恵庭市末広町
32番地えにわスマイル保育園認定こども園

資　格▶ 保育士資格
給　与▶ ［正職員］月207,000～260,000円 

［準職員］月172,000～217,000円 
［パート］時給1,100円 
※いずれも各種手当含む

時　間▶ ［正職員］7:00～19:00の間でシフト制 
［準職員］7:00～19:00の間で6h（シフト制） 
［パート］8:00～17:00の間で5h（シフト制）

正職員 準職員 パート

保育士募集

勤　務▶ ［正職員/準職員］週休2日（シフト制）　 
［パート］週4日程度

待　遇▶ 社会保険完備、[正・準のみ]年2回賞与有、 
交通費支給（月5,000～20,000円）、 
子ども手当（月5,000～10,000円）

共
通
項
目

就労支援金5万円支給
（正職員のみ/試用期間終了後）

勤務開始日ご相談ください！

正 準 パ 保育士

〈担当/田澤〉
0123-34-2796

時　間▶ 5:00～10:00の間で実働3h～
給　与▶時給900円～
勤　務▶週2～3日 ※応相談

◆朝食スタッフ

時　間▶ 9:30～15:30 ※実働5.25h
給　与▶ 時給900円～　※経験者優遇
勤　務▶週3日～ ※応相談

資　格▶要大型免許
時　間▶ 6:00～22:00の間で実働3h～
給　与▶ 時給1,000円～
勤　務▶週3日～ ※応相談

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
（千歳第一ホテルに繋がります）

 0123-27-2000
㈱タスクM 
ホールディングス千歳市幸町

4丁目25-1

◆ベッドメイク

◆送迎ドライバー

待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可
勤務先▶ 千歳第一ホテル/千歳市幸町4丁目25-1

共通項目

時
間
・
勤
務 

応
相
談

千歳 ア パ ベッドメイク、送迎、朝食スタッフ

株式会社 木内建販
〒066-0072 
千歳市自由ケ丘
4丁目6-12

資　格▶ 大型自動車免許、 
経験者優遇

時　間▶ 8:00～17：00
給　与▶ 月給285,000円～ 

※基本給+運転時間手当約40h含む 
　+通勤手当 
★残業の有無に関わらず給与保証 
※未経験者は1ヶ月の試用期間後、 
　面談にて決定

休　日▶ 日曜、他会社指定日、年末年始、GW、 
お盆、他3～4月に不定休有

待　遇▶ 各社保完備、作業服貸与、賞与年2回

仕　事▶ 事務所での事務処理業務 
（PC使用/Excel・Word)

資　格▶ 要普通免許
給　与▶ 月給145,000～170,000円 

※試用期間1ヶ月（短縮有）/時給900円
時　間▶ 8:30～16:00、9:00～16:30 （休憩1h）
休　日▶ 日・祝、土曜日（月3～4日）、他会社指定日、 

年末年始、GW、お盆、他3～4月に不定休有
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、制服貸与、 

昇給年1回、賞与年2回
勤務先▶ 千歳市上長都1039-28 ※8月中旬～

◆事務 ◆大型ダンプ運転手

増員募集 増車につき
1名募集!

24-6171まずはお気軽に
お電話ください。

千歳 正 事務、ドライバー

担当/對馬受付/8～17時 090-3118-9070
まずはお電話ください！ 勇払郡安平町

追分弥生539ｰ2 ㈱鋼商

千歳・恵庭からも

通勤圏内!!

約80%の社員が 
安平町以外から通勤しています。
（千歳・恵庭・札幌・江別・苫小牧他）
おだやかな環境で、車通勤も快適です♪

仕　事▶ 自社製品、外注製品の収集や配達業務。近郊での収集・配達が主ですが、
月に3～4回、地方（函館、釧路、北見)への配達があります。

資　格▶   要普通自動車免許（H29年以降取得の方は、要準中型免許）
給　与▶ 月給200,000円～
時　間▶ 8:00～17:00
休　日▶ シフト制、会社カレンダーによる
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、無料駐車場有、有給休暇

3tトラック運転手募集!!

 0145-25-3111

安平 正 トラック運転手

資　格▶ 無資格OK、ブランクがある方も歓迎、土日勤務できる方
歓迎、介護職員初任者研修（旧ヘルパー2級）あれば尚可

給　与▶ 夜勤1回16,200円（夜勤手当含む）
時　間▶ 16:30～翌9:30
勤　務▶ 週2日 ※応相談

小規模多機能型
事業所憩の郷

さと
認知症対応型
共同生活介護事業

グループホーム

笑顔の郷

〒066-0073
千歳市北斗4丁目5番6号

電話連絡の上、写真付履歴書を郵送またはお持ちください。

26-5300

共通
項目

待　遇▶ 雇用保険、交通費規定支給
勤務先▶ A・B/グループホーム 笑顔の郷または 

　　 小規模多機能型事業所 憩の郷 
C/小規模多機能型事業所 憩の郷

資　格▶無資格OK・ブランクのある方歓迎
時　間▶ フルタイム/9:00～18:00
勤　務▶ 週3～5日
給　与▶ 時給900円～ ※資格手当、夜勤手当、年2回賞与

有、試用期間3ヶ月有り/時給890円
待　遇▶ 社員登用制度有

資　格▶ 介護福祉士
時　間▶ ①7:00～19:00の間で8h ②16:30～翌9:00（夜勤）
勤　務▶ シフト制
給　与▶ 月186,000円～（資格手当・夜勤4回分含む） 

※ 経験年数により優遇、試用期間3ヶ月有り/月
160,000円＋夜勤手当

待　遇▶ 社保完備

A.介護スタッフ ［正職員］ 

B.介護スタッフ ［パート］ 

C.夜勤専属スタッフ ［パート］ 

いこい

Wワーク
OK

50～60代 
活躍中!

千歳 正 パ 介護スタッフパ 夜勤専属スタッフ

充実した研修内容！ 優しい先輩が丁寧に指導します！

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（3）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

資　格▶土日・祝日勤務可能な方（出来る限り）
時　間▶ 9:30～14:30（3h～でもOK）
給　与▶ 平日/時給1,000円 

土日祝/時給1,100円

勤　務▶ 土日どちらかまたは両方を含む週2日～
待　遇▶ 交通費全額支給、制服貸与、有給休暇
勤務先▶ アマダス千歳（千歳市柏台南2-1-1）
応　募▶ まずはお気軽にお電話ください。 

面接は勤務先で行います。 

札幌市東区北41条東5-2-14
（受付/10～14時） 090-3163-7243 ホクトサービス 株式会社 

★扶養内勤務可
★土日のみもOK
★マイカー通勤OK

アウトレットモールレラ入り口にあるアマダス千歳（長期滞在型ホテル）で、客室清掃のお仕事しませんか。

年齢・性別
不問

交通費
全額支給

土日祝
時給1,100円

平日
時給1,000円

千歳 ア パ 客室清掃スタッフ

仕　事▶ テイクアウトコーナーで、ソフトクリームや 
調理補助その他、洗い物・在庫管理・清掃等

給　与▶ 時給910～950円
時　間▶ 8:00～18:00（実働5h） ※シフト制
勤　務▶ 週3～5日（日数応相談）
待　遇▶ 雇用・労災保険、有給休暇、賞与有、 

交通費規定支給、制服貸与、車通勤可

勇払郡安平町追分柏が丘49-1

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

0145-29-7733

安平 パ テイクアウトコーナースタッフ

一般社団法人あびら観光協会

未経験者
歓迎


