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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

未経験の方、大歓迎～!!
20代から60代まで、幅広い年齢の方が活躍できます！

●まずはお電話ください。その後面接。 
0123-25-5684 担当/板木まで

◆土木、電気工事の現場管理（正社員）
◆重機オペレーター（正社員）
資　格▶ 【現場管理】施工管理資格所有者優遇 

【重機オペレーター】フォークリフト、クレーン、 
車両系建設機械等の資格保有者

給　与▶ 月給35～50万円 ※残業手当、資格手当を含む
時　間▶【事務所】9:00～18:30 【現場】7:30～17:00 
休　日▶週1～2日

◆現場スタッフ（契約社員・アルバイト・パート）
★週2日～OK　★2～3ヶ月の短期も可能
仕　事▶  太陽光発電設備の設置・組立作業
資　格▶ 要普通免許、経験不問 ※経験者優遇
給　与▶  時給1,200円～1,500円
時　間▶7:30～17:00（実働8h）
勤　務▶週2～6日程度
休　日▶ 希望による

待　遇▶ 各社保完備（正社員以外は日数による）、交通費規定支給、車通勤可、送迎有、作業服貸与
勤務先▶ 各現場（千歳から送迎） ※道東方面に短期の出張有

千歳市千代田町4丁目14　千歳第一ビル2F
㈱フロンティアエナジー

コロナに負けるな!! 業績好調のため

増員募集

《全体共通項目》

千歳・恵庭・他 正 現場管理、重機オペレーター契 ア パ 設置・組立

・ ピッキングした商品を台車に積込み
・ リストを見ながら商品（主に食品類）をピッキン
グ初めての人でも慣れるまで丁寧に教えます。 
幅広い年代の方が活躍中！
・ ピッキング～出荷まで幅広く 
あなたに合ったお仕事を
・安定した仕事量があります♪

 まずはお気軽にお電話ください。 担当/佐々木

長期アルバイト
★見学してからの応募もOK！

0123-29-4381

給　与▶ 時給980円～ 
※4～5時/時給1,225円

時　間▶ 4:00～14:00（休憩1h）、 
9:00～18:00（休憩1h） 
※多少の残業有 ※シフトによる

待　遇▶ 車通勤可

給　与▶ 一般/時給980円 学生/時給930円
時　間▶ 17:00～21:00（休憩なし）  

※シフトによる
待　遇▶ 車通勤可、学生のみ送迎有

《共通項目》
期　間▶即日～長期
資　格▶ 未経験者・主婦（夫）・学生歓迎 
勤　務▶ 金曜を含む週3日 ※日数は応相談

㈱巨
みさと

都運輸 恵庭営業所
恵庭市戸磯345番地17 国分恵庭流通センター内

多
忙
に
つ
き 募集!増 員
学生アルバイト大歓迎!!送迎します!

◆ ピッキング作業

◆ リフト作業 ★リフト資格保持者

勤務時間は応相談

リフト資格
取得制度有

恵庭 ア ピッキング、リフト

北海道純馬油本舗（株）〒066-0056 千歳市白樺2丁目5-120123-48-4711

仕　事▶ 馬油を原料とした基礎化粧
品の製造（重量物の取扱有）

給　与▶ 時給900円
時　間▶ 8:00～17:00の間で 

6～8h ※要相談
勤　務▶ 月～金　　

休　日▶土日祝
資　格▶ 未経験者歓迎、学歴・経験不問
待　遇▶ 各社保完備（時間による）、交

通費規定支給、車通勤可、無料
駐車場有、従業員割引有

応　募▶写真付履歴書をご郵送ください。
詳細お問い合わせください。

製造スタッフ募集!
千歳 パ 製造

仕　事▶受付及び医療事務業務
資　格▶経験者優遇、医療事務関連資格あれば尚可
給　与▶時給1,100円～

◆ 看護師・准看護師

◆ 受付兼医療事務

仕　事▶外来業務
資　格▶看護師又は准看護師、内視鏡経験者優遇
給　与▶時給1,200～1,500円

【受付/8:30～17:00】
担当/大畠（おばたけ）

写真付き履歴書をご郵送ください。

24-5121 千歳市新富
2丁目5-5医療法人社団 尾谷内科

★ 週20時間程度勤務
　可能なパートさん募集

看護師・医療事務
募集！

★時間等応相談

千歳 パ 看護師、医療事務

【共通項目】
時　間▶8:30～12:30、13:30～17:30　シフト制
休　日▶日・祝、他、年末年始
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、賞与年2回

仕　事▶ レジ打ち、品出し、 
掃除、接客等

給　与▶ 時給900円～
時　間▶ 9:00～20:00 

※時間帯は応相談
資　格▶ 週3日以上働ける方
待　遇▶勤務により社会保険加入可

千歳市新富3丁目10番6号 

まずはお気軽にお電話ください。

ワークマン千歳店作業服、作業用品
ユニフォームの
大型専門店

0123-22-0233担当/佐々木

短時間もフルタイムも
未経験の方、祝日・土日働ける方大歓迎!

扶養内勤務OK

時間
応相談

千歳 ア 店内業務全般

仕　事▶ 軟包装又は紙器の印刷機・加工機の機械オペレーター
期　間▶長期勤務可 (最長3年間)
資　格▶ 製造職にて機械オペレーターの実務経験者、

フォークリフト資格有れば尚可
給　与▶時給1,100円～
時　間▶  日勤/8:30～17:30 夜勤/20:30～翌5:30 

※シフト制、他
勤　務▶ 週5日または4勤2休の変形労働制
休　日▶ 完全週休2日制（土日祝）、年間カレンダーによる
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、制服貸与、車通勤可

〒066-0075 千歳市北信濃855番地

写真付履歴書を事前に郵送ください。
書類選考の上、こちらからご連絡致します。

（株）トッパンパッケージプロダクツ 千歳工場
0123-24-2151 受付/9～17時 担当/藤田

千歳 ア 機械オペレーター

https://www.toppan-products.jp/tpp/

スタッフ
募集

まずはお気軽にお電話ください。
面接は現地にて行います。

勤務先▶ 千歳市新富1丁目 ★車通勤OK
給　与▶時給920円+交通費規定支給
時　間▶  9:00～14:00（休憩0.5h）
勤　務▶ 月15日（土日祝+平日週1～2日）
待　遇▶ 労災保険、制服貸与

札幌市白石区北郷
4条2-8-7-A1号

受付/平日9～12時
担当/外山

011-867-0128
090-9685-8347

㈱オールワン北海道

未経験者歓迎！

店舗の日常清掃スタッフ
休み希望相談OK!!

時給
920円

千歳 ア パ 日常清掃

勤務先▶千歳市泉沢1007
期　間▶即日～翌2月中旬 ※短期・長期要相談
仕　事▶ お菓子の製造補助、軽作業、機械洗浄など
資　格▶ 未経験者歓迎、製造業務経験者歓迎
給　与▶時給1,300円～
時　間▶ 7:00～21:00の間で実働8h ※休憩1h　 

※シフト例/7:00～16:00、12:00～21:00  
休　日▶ 日・祝、他シフト制、会社カレンダー有
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、制服貸与、千歳駅

より送迎有、入社祝い金（規定有)、お子様手当
（規定有)、短期勤務者は契約満了時、長期勤務者
は更新毎に手当支給（規定有)

札幌市北区北7条西4丁目17-1KDX札幌北口ビル8F

労働者派遣事業
（派01-301338）

まずはお気軽に
お電話ください。 011-707-8835
株式会社 エンビト

千歳駅から送迎有
千歳 派 製造補助

株式会社

勤務先▶ 千歳市文京1丁目(車通勤要相談)
仕　事▶ 来客受付、館内外清掃・除雪作業、 

設備巡回、電球類交換、各種作業立会、 
総会・理事会準備等

給　与▶ 月給160,000円
時　間▶  月～ 金/8:00～16:00（休憩1h） 

土/8:00～13:00
休　日▶日曜、祝日、盆休2日（8月中）、年末年始
待　遇▶ 社保完備、制服貸与、 

交通費支給（月上限10,000円）

〒060-0005  
札幌市中央区北5条西5丁目2番地12 住友生命札幌ビル4F

写真付履歴書郵送ください。書類選考の上、ご連絡致します。

011-221-4836サビスコ

千歳 嘱 分譲マンション管理員

平日9時～17時 担当/営業部

未経験者歓迎!!資格・経験不問!!

恵庭市恵み野西2丁目2-16 恵み野ビル1F

37-6766(受付時間14:00～24:00)

仕　事▶ホール兼洗い場業務
資　格▶18歳以上、経験者優遇、高校生不可
給　与▶ 時給1,080円 ※22時以降/時給1,350円 

(試用期間3ヶ月/時給950円) ※完全日払い制
時　間▶18:00～23:00（応相談）
勤　務▶金･土を含む週2～4日程度
応　募▶ 電話連絡の上､写真付履歴書を 

お持ちください。

長期勤務可能な方歓迎!!

時給
1,080円

恵庭 ア パ ホール兼洗い場

㈱デザートランド
北海道工場恵庭市戸磯201-20

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡「Ｑ人ナビを
見た」とお伝えください！お気軽にお電話を！随時受付♪
応 募 0123-34-0800

有名コンビニスイーツ製造しています！

即日勤務OK！ 長期と短期で募集!

スタッフ募集!
共
通
項
目

期　間▶即日～12月末もしくは1月1週目頃
資　格▶ 未経験歓迎
待　遇▶ 各社保険完備（勤務時間による）、昇給年1回、 

有給休暇制度、産後休暇、育児休暇、制服貸与、
車通勤可、交通費規定支給

◆パート
時　間▶ ①7:00～12:00 ②7:00～16:00 

③9:00～14:00 ④9:00～18:00 
⑤12:00～17:00 ⑥12:00～21:00

給　与▶ 時給970円
勤　務▶シフト勤務可能

【ア・パ】/ 製造 洗浄・荷受け・衛生 
洋生菓子の製造全般 
（商品の仕分け・出荷作業、製造準備等も有）

◆アルバイト
時　間▶ ①17:00～22:00 ②7:00～12:00
給　与▶ 時給1,050円
勤　務▶ 月12～15日 ※年中無休のため、シフト制

恵庭 ア パ 製造、洗浄、荷受け、衛生

事業許可番号/労働者派遣事業 派 13-010538 
有料職業紹介 13-ユ-010554

千歳市幸町6丁目18-3 千歳駅前ビル2F

ランスタッド株式会社 千歳支店
（受付時間/平日9:00～18:00）

050-1744-6601

荷物の運搬ドライバー
仕　事▶ 近隣倉庫と空港間の運転、積み込

み補助など。
資　格▶大型自動車免許
給　与▶ 時給1,300円 

※22時以降深夜割増有
時　間▶ 5:00～23:30の間で実働8h

カンタン調理補助
仕　事▶  初心者さんでも安心◎ ゆでる・

焼く・一口サイズにカットなど決
まった通りに進めるだけ。

給　与▶時給1,100円
時　間▶ 7:30～16:30（実働8h）

【共通項目】
期　間▶ 即日～長期（3ヶ月以上）
休　日▶ 週休2日　※シフト制 

※休み希望制度あり
待　遇▶ 各種社会保険完備、無料駐車場完備  

千歳市内無料送迎（エリア・時間帯によ
る） ※詳細は面談にてお伝えします。

勤務先▶ 新千歳空港近郊

料理の盛りつけ
仕　事▶ 見本写真通りにカップやお皿に食

材を入れていくだけ。
給　与▶時給1,100円
時　間▶  ①5:00～14:00（実働8h） 

②7:30～16:30（実働8h） 
③12:00～21:00（実働8h） 
④16:00～21:00（実働5h） 
※時間帯選べます♪ハジメテさんも大歓迎♪

増員募集！

WEB応募は
24時間受付中!

お仕事の詳細は

こちら▶

予定外の 
出費も安心!! 
前給制度あり

千歳 派 盛りつけ、調理、ドライバー


