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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

灯油・プロパンガス・ホームタンク洗浄のことなら

恵庭市相生町1-6-8
TEL.（0123）32-2201 
FAX.（0123）32-2203

北海中部物産（株）

黒田売炭

期　間▶長期（3ヶ月毎の更新）
仕　事▶ 部材運搬、機械への部材セット、片付け等
資　格▶ 未経験者歓迎、学歴・経験不問
給　与▶ 時給1,095円※22:00～翌5:00/深夜割増有
時　間▶ ①16:30～翌1:00（実働7.5h） ②0:00～8:30(実働7.5h） 

※①②のいずれかを選択してください 
休　日▶ 隔週土曜・日曜、他、会社カレンダーによる
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、制服・保護具貸与、

喫煙所有（2カ所）、有給休暇（6ヶ月後付与）
勤務先▶恵庭市戸磯

まずはお気軽に、お電話ください。

株式会社 トラスト 苫小牧市晴海町43-3
派01-300948

080-1886-5576
0144-55-4466 担当/川岸

恵庭 派 金属部品の製造補助スタッフ

㈱あなぶき社宅サービス 関東支店
〒105-0012東京都港区芝大門2-2-1ACN芝大門ビルディング9F

期　間▶1年更新（試用期間3ヶ月有）
仕　事▶ 厨房業務全般
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者尚可
給　与▶時給920～930円
時　間▶ 9:00～14:30（休憩30分）  ※実働5h、残業なし
勤　務▶ 月～金の間で3日程度、土曜出勤が年10日有  

※シフト制
休　日▶ 土日祝、年末年始、お盆
待　遇▶ 制服貸与、車通勤可、食事付き、敷地内全面禁煙
勤務先▶恵庭市北柏木町3丁目の大手工場

03-6895-8681
まずは、お電話のうえ、写真付履歴書をご郵送ください。

受付/8:50～17:20（平日）
担当/横堀

社員食堂調理パート募集！
恵庭  パ 厨房スタッフ

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 ※休憩1h 

※2交代制、実働8h、残業有（月/40h以内）
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、喫煙ブース有
勤務先▶千歳市北信濃

長
期
で
ガ
ッ
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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

社会福祉法人追分あけぼの会 追分陽光苑
安平町追分青葉1丁目102番地

勤務先▶追分陽光苑　居宅介護支援事業所
仕　事▶ケアマネージャー業務
資　格▶ 介護支援専門員、要普通自動車免許、 

59歳以下(定年雇用止めの為)
給　与▶ 基本給/162,000～242,400円 

※資格手当10,000円別途支給
時　間▶ 9:00～17:45　※休憩1h　時間外月平均5h

0145-25-2233 担当/小林、木村
まずはお気軽にお電話ください。委細面談。 

【共通項目】
休　日▶シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、無

料P有、昇給・賞与有、各種手当有、試用期
間3ヶ月、屋内禁煙

◆看護師

◆介護支援専門員　★社用車有

勤務先▶特別養護老人ホーム追分陽光苑
仕　事▶看護業務
資　格▶ 看護師もしくは准看護師、看護経験あれば

尚可、59歳以下(定年雇用止めの為)
給　与▶ 基本給180,400～242,400円 

※待機手当1回1,400円別途支給
時　間▶ 7:45～16:30、9:15～18:00 

※休憩1h、時間外月平均5h

安平 正 介護支援専門員、看護師

0123-23-1108応募 【14時以降】

海鮮亭 千歳市清水町
2丁目28

仕　事▶ 開店前の仕込み等の調理補助
時　間▶ 12:00～16:00の間で2～3h ※残業なし
勤　務▶ 週3～4日

◆調理補助

◆ホール
仕　事▶ 注文受け、配膳業務等
時　間▶ 17:00～24:00の間で3h～ ※残業なし
勤　務▶ 週1～6日 ※シフトは月毎に作成（テスト休み・ 

学校行事・お子様のご都合等ご相談ください。）

【共通項目】
期　間▶長期
資　格▶ 経験・年齢・性別不問、WワークOK、 

主婦（夫）、学生OK(高校生不可）
給　与▶時給1,000円～ ※22時以降深夜割増有
待　遇▶ 雇用・労災保険、車通勤可、駐車場有、昇給有、 

※ホールのみ大入手当支給、正社員登用制度有

千歳 ア パ ホール、調理補助

 無料駐車場・送迎有！場所など面接時にご相談ください◎

◆ クリーンコーポレーションでは、スタッフの皆様が長く働けるように様々な改善に取り組んでいます。

㈱クリーンコーポレーション
総合ビル管理･労働者派遣事業(派01-300248)

まずはお電話ください。面接は勤務先で行います。

札幌市中央区南22条西6丁目2-25 エムズ南22条 第3ビル4階0120-112-478《受付》平日9:00～18:00

仕　事▶ ベッドメイク、客室内・浴室の清掃、アメニティ補充、ごみ回収・分別等
資　格▶ 年齢・経験不問、未経験者歓迎、学生・フリーター・主婦（夫）歓迎、Wワーク・副業OK、ブランクOK
給　与▶ 時給1,200円～　※時給1,200円×1日5h×月20日勤務＝月収120,000円
時　間▶9:30～14:30　※実働5h　※残業月10h程度
勤　務▶週4～5日(シフト制)

仕　事▶ ホテル内共用部の拭き掃き掃除等
資　格▶ 未経験者歓迎、フリーター・主婦（夫）歓迎、Wワーク・副業OK、ブランクOK
給　与▶ 時給1,100円～　※時給1,100円×1日5h×月20日勤務＝月収110,000円
時　間▶ ①9:00～14:00　※実働5h　②16:00～20:00　※実働4h　※①②選択可、いずれも残業なし
勤　務▶月10～20日程度(シフト制、応相談)

仕　事▶ 清掃責任者の補助や清掃指示書の作成、指導、シフト管理や清掃補助等
資　格▶ 未経験者歓迎、フリーター・主婦（夫）歓迎、Wワーク・副業OK、ブランクOK
給　与▶ 月給225,000円～
時　間▶8:00～17:00　※休憩1h　※残業月10h程度
休　日▶週休2日　シフト制

仕　事▶ ベッドメイク、シーツ類リネン回収等
資　格▶ 未経験者歓迎、フリーター・主婦（夫）歓迎、Wワーク・副業OK、ブランクOK
給　与▶ 時給1,100円～　※時給1,100円×1日5h×月20日勤務＝月収110,000円
時　間▶9:30～14:30　※実働5h　※残業月10h程度
勤　務▶週3～5日(シフト制)

◆ 客室清掃

一から丁寧にお教えします

◆ 責任者補助

社保完備

◆ 客室清掃補助

お昼の時間を有効活用♪

◆ ホテル内共用部清掃

モクモク働けます

《共通項目》
期　間▶長期（雇用期間の定めなし）
勤務先▶ポルトムインターナショナル北海道　（千歳市美々　新千歳空港内）
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、送迎有、制服貸与、屋内喫煙スペース有

千歳 ア パ 客室清掃、客室清掃補助、共用部清掃、責任者補助

期　間▶ 2023年3月31日まで
仕　事▶ 玉葱・馬鈴薯等、 

野菜の選別・カット等の加工業務
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給930円
時　間▶ 8:45～17:00の間で応相談 

※フルタイム/休憩1.5h 
※残業月0～10h

勤　務▶ 週3～6日で日数応相談  
※日曜日はお休みです。

待　遇▶ 車通勤の方は交通費規定支給、喫煙室有 
※ 8:45～17:00まで勤務の方に限り、 
JR千歳駅からの送迎有

〒066-0051
千歳市泉沢1007-134

青果物卸売り
株式会社北泉

担当/七島
受付/平日9～18時28-2695応

募

★ 開始・終了時間 
も応相談！

★ 急なお休み 
にも対応可

千歳 パ 野菜の選別・加工
期　間▶期間の定めなし
仕　事▶ 訪問介護員
資　格▶ 未経験者歓迎、要普免、 

初任者研修修了以上
給　与▶ 時給1,000円～ 

※試用期間/時給920円
時　間▶  8:00～18:00の間で2h～OK 

※時間応相談
勤　務▶ シフト制、週2日～勤務OK
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、車通

勤可、受動喫煙対策有（喫煙所有）

〒061-1371　恵庭市恵み野東2丁目12番地9

0123-31-3558
訪問介護事業所　ねこの手

担当/井上

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭 パ 訪問介護員

時　間▶16:00～18:30（実働2.5h）
休　日▶日曜日
勤　務▶週2～3日

◆流通3丁目/デイサービス ※車通勤可

時　間▶9:00～16:00の間で実働4.5h
勤　務▶月20日程度 ※日数時間応相談

時　間▶5:00～9:00（実働4h）
休　日▶土曜日・日曜日・祝日

◆新千歳空港/ベッドメイク

◆北光2丁目/院内

時　間▶16:00～19:00（実働3h）
休　日▶日曜日
勤　務▶週2～5日

◆新富1丁目3-5/院内 ※車通勤可

時　間▶ 7:00～16:00（実働7h）、7:00～11:00（実働4h）
勤　務▶月20日程度 ※日数時間応相談

◆新千歳空港/国際線ターミナル

Wワーク 
  OK！

給　与▶時給920円 
勤　務▶各日数は応相談です
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

清掃スタッフ募集中
＼千歳市内のお仕事です♪／

千歳 ア パ 清掃

千歳・恵庭 派 ①製品・資材の運搬業務②③製品の製造補助・運搬・設備メンテ④検品・運搬

まずはお気軽にお電話ください。

 090-7648-0534［担当］
神馬

期　間▶ 10月11日～11月中旬頃　※延長の可能性有
仕　事▶ ①主に長沼農協にてジャガイモの選別  

②積込み（重量物有）
資　格▶ 要普通自動車運転免許（通勤用）
給　与▶①時給1,000円　②時給1,100円
時　間▶  8:00～17:00（実働8h、休憩1h）  

※まれに残業有
休　日▶ 土日
待　遇▶ 交通費規定支給、屋外に喫煙所有
勤務先▶長沼町

総合お手伝いサービス

元気な方
大歓迎♪

千歳市弥生
2丁目5-1

1,000 ～1,100円
その他 ア 野菜の選別、積込み

時給

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
千歳にて面接を実施します。 担当/熊谷

待　遇▶ ①②6h勤務のみ社保加入有、 
交通費規定支給、制服貸与、 
有給休暇（半年後から）

勤務先▶千歳市幸町5丁目6-1

共
通
項
目

未経験者・車通勤OK！

 011-707-5228

札幌市北区北7条西1丁目2-6■ビルメンテナンス業
協和総合管理㈱ 札幌支社

給　与▶ 時給1,000円～ ※経験考慮 
※ 月収15万円以上可能 
（月21日勤務、残業・交通費含む）

時　間▶ 8:00～16:00（実働7.25h）
勤　務▶月平均21日

❶ 清掃管理者 ★社保完備

男性スタッフも
活躍できる!!

給　与▶ 時給940円～ ※経験考慮
時　間▶ 8:30～15:15（実働4.5～6h）
勤　務▶月平均15～21日

❷ 客室清掃者 ★社保完備

給　与▶ 時給940円～ ※経験考慮
時　間▶ 10:00～15:00（実働4.5h）
勤　務▶週3日～OK

❸ ベッドメイク ★土日祝のみの学生も大歓迎

千歳 パ 管理者、清掃、ベッドメイク

期　間▶即日～雇用期間の定め無し
資　格▶ パソコンの基本的な操作ができる方
給　与▶ 時給980円　（試用期間3ヶ月/時給950円） 

※スキルに応じてアップ有
時　間▶ 9:00～17:00　※多少の時間調整可能
勤　務▶週3～5日　　　休　日▶ 土日祝 
待　遇▶ 雇用保険、労災保険、車通勤可、 

交通費規定支給、社保有、館内喫煙ブース有

楽天市場・Yahoo!ストア・Amazonなどのネットショップの受注
業務。主に取引先との電話対応他、パソコン操作、eメール対応

仕事内容

株式会社

アドバンス
恵庭市恵み野北3丁目1-1 
恵庭RBPセンタービルE306
http://www.ec-advance.jp

21-8891【受付/10～16時】 担当/末岡応募

新規立ち上げのためパート募集!!
ネットショップ･プログラミングに興味が
ある方にオススメ！お仕事しながら学べます！

恵庭 パ 受注業務

お電話のうえ、履歴書をお持ちください。

23-2010 受付/9時～16時

健康で体力に自信のある方!
定年まで長期で働ける方! 大歓迎!

アルバイト・パート

契約社員
期　間▶雇用期間の定め無し、自動延長します。
仕　事▶ 炊飯業務及び配送（5tトラック使用）
資　格▶普通免許
時　間▶6:00～16:00（実働8h、休憩2ｈ）　※残業月/10h
給　与▶ 月給170,000円 

＋諸手当35,000円（定額） 
総支給/月205,000円

休　日▶月6～8日　※シフト制
待　遇▶ 各社保険完備、受動喫煙対策なし

期　間▶即日～長期
仕　事▶ 炊飯業務の手伝いと清掃等
時　間▶12:30～15:30（実働3h）　※残業なし
給　与▶ 時給920円～
勤　務▶週4日程度（応相談）
待　遇▶ 交通費別途5,000円支給

ほぼ、定時の16時で業務終了致します。

㈱吉田商店 〒066-0037
千歳市新富3丁目9-2

ちとせライスセンター

千歳 契 ア パ 炊飯業務及び配送


