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■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
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札幌市白石区平和通12丁目北5番43号

労働者派遣事業（派01-23-0019）
紹介業（01-ユ-300059）業務請負共通運送株式会社 

期　間▶長期（3ヶ月毎の更新）
仕　事▶ 大手メーカーの清涼飲料水・炭酸飲料水・ 

コーヒー等の材料の投入、調合、製品検査
資　格▶未経験者歓迎、高校生不可
給　与▶時給1,500円 ※22:00～翌5:00まで深夜割増有
時　間▶ 8:00～17:00、20:00～翌5:00 

※2交代制、実働8h、残業有
勤　務▶ 週5日(日勤と夜勤の交代制)
休　日▶週休2日、シフト制（要相談）
待　遇▶ 各社保険完備、交通費規定支給、 

制服貸与、車通勤可
勤務先▶千歳市北信濃

長
期
で
ガ
ッ
チ
リ

稼
ぎ
た
い
方
募
集

受付/8:30～17:30 
担当/土田011-862-8291

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。

千歳 派 飲料製造補助

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20 第12ふじやビル4F

22-5280 採用係応募

仕　事▶ 夏は草刈、冬は除雪、ボイラー運転管理、 
小修繕、日常清掃、ワックスがけ等

資　格▶危険物乙種4類以上
時　間▶7:30～16:00
給　与▶ 時給940円 

※試用期間3ヶ月/時給889円
休　日▶ 土日祝、年末年始　※学校行事で出勤した

場合は振替休日有
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、 

交通費規定支給
勤務先▶千歳市立桜木小学校

お近くの方
大歓迎

学校用務業務急募！
千歳 パ 施設管理

Web応募
はコチラ

23-7667
千歳市勇舞8丁目1-1

長都店

応募

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32

待　遇▶ 制服付与、交通費規定支給、車通勤可
〈共通項目〉

[応募］店舗に電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。担当/店長

給　与▶ ［一般］時給940円 ［学生］時給920円
時　間▶ 8:30～13:00 (応相談）  

★実働3～4時間

1名募集

給　与▶ ［一般］時給940円 ［学生］時給920円
時　間▶ 8:00～12:00
勤　務▶週3～4日

応募

恵み野店
恵庭市恵み野西3丁目1

36-2980
Web応募
はコチラ

1名募集

給　与▶ ［一般］時給940円 ［学生］時給920円
時　間▶ 12:00～17:00
勤　務▶週4日 ★土日勤務できる方歓迎！

Web応募
はコチラ

恵庭店

33-1122
恵庭市本町210

応募

3名募集

給　与▶ ［一般］時給968円 ［学生］時給920円
時　間▶ 7:00～11:00、8:30～13:00 

17:00～21:00 （土日祝のみでも可）

Web応募
はコチラ

26-6660
千歳市日の出1丁目1-66

千歳店

応募

2名募集

★ 各4店舗他部門募集中!

の募集ですデリカ
今回は

部
門

千歳・恵庭 ア パ デリカ

0123-34-0740応 募

扶養範囲内勤務も可

学生アルバイトも歓迎!!

給　与▶ 時給960円
時　間▶ 5:00～19:00の間で実働4～8h
勤　務▶シフト制　※応相談

◆厨房（調理補助） 《フルタイム/パート》
◉我汝会えにわ病院

給　与▶ ①時給930円　②時給960円
時　間▶ ①8:00～12:00 

　（8:00～18:00のフルタイムも可） 
②18:00～22:00

勤　務▶ 週3日～OK（シフト制）
休　日▶日曜、祝日

◆①昼清掃　②夜清掃《パート》
◉我汝会えにわ病院

共通項目
待　遇▶ 社保完備（勤務時間による）、 

賞与年2回、制服貸与、交通費規定支給、 
車通勤可、有給休暇有

株式会社道央環境センター 恵庭市本町27番地

給　与▶ 時給930円
時　間▶ 7:00～9:00、16:30（17:30）～20:00 

※朝のみ夕のみ可、応相談
勤　務▶シフト制 

◆入院患者様の食事配膳 《アルバイト》
◉我汝会えにわ病院

恵庭 パ 清掃、調理補助ア 配膳

16金お仕事説明会
参加ください
予約不要

持
ち
物
・黒ボールペン 
・写真付き履歴書

千歳ベースで日中開催の説明会には、 
千歳駅裏（スノーショップ駐車場前）から
の送迎バスをご利用いただけます。
10時開催→9:12発　14時開催→13:12発
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。

❶10:00～  ❷14:00～  ❸19:00～
千歳ベース 9/ 土・17 ・18日・19月
恵庭市民会館

❶16:00～  ❷18:00～
土9/ ・1817 日

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・大沼

空いた時間でお小遣い稼ぎしませんか!
★土日に勤務すると…特別手当500円/日支給
★便利な送迎バスも運行中！ ※エリアはお問い合わせください

◆マイクロバス運転手
資　格▶ 要大型免許
給　与▶ 時給1,100円 ※22時以降深夜割増有
時　間▶ 16:30～23:00、21:00～翌5:00
勤　務▶ 週5日
待　遇▶  社保完備
◆パート仕分けスタッフ
給　与▶ 時給1,150円 ※22時以降深夜割増有 

※試用期間3ヶ月/時給1,100円
時　間▶ ①5:00～8:00 ②10:00～18:00  

③19:30～23:00 ④19:30～翌3:00 
⑤23:00～翌4:00

勤　務▶ 週5日　　　待　遇▶  社保完備

◆アルバイト仕分けスタッフ
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▶ 右記参照　
時　間▶右記参照　
勤　務▶ 週3～5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）

ヤマト運輸スタッフ募集!

5:00～8:00
19:30～23:00（千歳・恵庭送迎有）
19:30～翌4:00（千歳・恵庭・苫小牧送迎・休憩有）
23:00～翌4:00（千歳・恵庭・苫小牧送迎・休憩有）
23:00～翌8:00（休憩有）

16:00～19:00（千歳市内送迎有）
16:00～23:00（千歳市内送迎・休憩有）
20:00～翌1:00
21:00～翌1:00
21:00～翌4:00（休憩有）時

　間

時 

給

時 

給

1,100円
22：00
〜

翌5：00 1,375円
1,050円
22：00
〜

翌5：00 1,313円

パートスタッフ募集！！
応募の方はまずはお電話ください

10月･11月の2ヶ月
10月単月もOK

学生・主婦（夫）・フリーター大歓迎！
※ 今回の募集は、高校生の方は対象外です。ご了承ください。

千歳 パ 送迎ドライバー、宅配便等仕分け作業ア 宅急便等仕分け作業

応 募

0123-27-0911千歳市北斗4丁目13番20号

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

詳細は・お気軽に 
お問い合わせください♪

仕　事▶ PC入力、電話対応、チラシ搬
入、仕分け、「ちゃんと」の配
布等、「ちゃんと」の「配布に
関する業務全般の補助

資　格▶ 未経験者歓迎、簡単なPC操
作(Excel)可能な方、車通勤
できる方、健康で体力に自信
のある方

給　与▶時給950円
時　間▶ 9:00～16:00 ※応相談
勤　務▶月～金
待　遇▶ 交通費規定支給、 

正社員登用制度有

千歳・恵庭 パ 管理業務補助

〒066-0028 千歳市花園5丁目7-3-103シダックス大新東ヒューマンサービス㈱ 千歳営業所
履歴書(写真貼付)を郵送ください。追って面接日をお知らせします。 ［担当］荒川070-4510-0065

仕　事▶ 小・中学校にて、給食の校内運搬・配膳 
※調理はありません 。

資　格▶ 要普通免許 
※自家用車にて通勤できる方に限る

給　与▶ 時給920円
時　間▶9:00～14:00（休憩30分）
休　日▶ 土・日・祝、夏休み・冬休み等の長期休業
勤務先▶ 千歳市内の各小中学校 

※欠員場所の代務員のため、不定地

給　与▶ ①月給165,000円～　②時給920円～
時　間▶ ①8:00～16:30　（実働7.5h） 

②8:00～12:00、8:00～15:00 
　（休憩1h）　※シフト制

勤　務▶月～金
休　日▶ 土・日・祝
勤務先▶千歳市給食センター/千歳市流通3丁目1-11
《全体共通項目》
待　遇▶交通費支給、制服貸与、契/社会保険完備

学校給食配膳員　パート 調理員　①契約社員　②パート

給食配膳員・調理員募集！
千歳 パ 給食配膳員契 パ 調理員

仕　事▶ テイクアウト/調理補助・接客業務等 
農産物直売所/レジ打ち・商品品出し等

給　与▶ 時給940～980円（予定）
時　間▶ 8:00～18:00（実働5～8h） ※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
一般社団法人あびら観光協会

未経験者
歓迎

安平 パ 各種コーナースタッフ

恵庭市戸磯
397-2えにわ温泉 ほのか

担当/なんば・かまだ 32-2615応募

◆営業中清掃
時　間▶16：00～21：00、19:00～23:30

◆レストランホール
時　間▶9:30～15:00、18:00～22:30

●他の職種も募集中！お問合せはお気軽に

《共通項目》
給　与▶ 時給930円～ ※22時以降深夜割増有
勤　務▶週3～4日
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、制服貸与、車

通勤可（無料駐車場有）、従業員割引有（一
緒に来店した家族も対象）、仕事終わりの
温泉入浴無料

恵庭 パ ホール、清掃


