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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

株式会社エフビーエス
〒061-1411　恵庭市恵南1番地恵庭工場  34-6866

まずはお気軽にお電話ください。

受付/9～17時 担当/石橋

機械オペレーター募集!

《共通項目》
期　間▶即日～長期
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
休　日▶ 土日 ※他工場指定の休日有
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、正社員登用制
度有、喫煙ブース有（それ以外は禁煙）

②機械オペレーター  
★未経験者OK（機械操作をしてパンを成型します）
時　間▶ 9:00～18:00 

※休憩有、残業月/0～15h（応相談）
給　与▶ 時給970円 

※試用期間3ヶ月/時給920円

①製造スタッフ ★4時間～OK!
時　間▶ 6:00～翌3:00の間で応相談 ※4h～可 

※6h以上で休憩有、残業月/0～15h（応相談）
給　与▶ 時給920円 

※22:00～翌5:00/時給1,150円

セブン-イレブン・ジャパン向けの
パン生地製造をしている会社です。

★土日お休み! 
★昇給有!（人事考課による） 
★正社員登用制度有!

パン製造スタッフ（ライン作業）
恵庭 パ 製造スタッフ、機械オペレーター

千歳 パ 経理事務
経理事務（パート）
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ •経理や、その他事務付随業務。 

 • 建築会計ソフトによる入力、帳票の保管管理
等(お金も扱いますが、同じくらいデータ入力
もあります。同じ仕事をしている職員が操作
方法をお教えします。）、

　　　   • 銀行まわり(週3回ほど)、郵便局での郵送手続
き※外勤業務には社用車（普通乗用車）使用。

資　格▶ 年齢・学歴不問、建築関連の経理経験あれば尚
可（なくても応募可）、Excelの基本入力可能な
方、要普通自動車免許

給　与▶ 時給1,000円
時　間▶ 8:00～17:00　※時間応相談 

例/9:00～16:00等　※休憩1h、残業なし
休　日▶ 水、土、日、祝日、年末年始、GW、お盆
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、交通費規定支

給、車通勤可、無料駐車場有、屋外に喫煙専用の
スペース有、正社員登用有〒066-0076　千歳市あずさ3丁目12-4

0123-25-6630
https://brain-home.comブレイン株式会社

受付/9～17時お問合せ
《応募》写真付き履歴書を郵送ください。 担当/冨樫、鳥羽

経理
事務

専用ソフトの入力等、6ヵ月以上の研修を行いますので、
使用経験のない方も安心してご応募ください！

N EWS TA F F

Chitose, HOKKAIDO

キタカレー 釧路レストハウス(株)

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ ①カレー専門店でのホール業務（3名募集） 

②カレー専門店でのキッチン業務（2名募集）
資　格▶ホール、厨房経験者歓迎
時　間▶ 10:00～20:00の間で実働7～8h 

※休憩1h、残業無し　※時間応相談
給　与▶ ①月180,000～200,000円 

②月190,000～230,000円　※経験による
休　日▶週休2日、シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、

食事付き（無料）、昇給有、賞与年2回（業績による）、
有給休暇、入社祝い金支給（規定有）、試用期間3ヶ
月程度、喫煙スペース有

カレーハウス 担当:野田
090-3890-2046直接携帯電話にお電話ください。
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千歳市美々新千歳空港 ターミナルビル3F 

千歳 正 ホール、厨房

電話連絡の上、写真付 
履歴書をお持ちください。 
委細は面談にて。 

新型コロナウイルスの感染予防対策をしています。

ローソン自衛隊北千歳駐屯地店 千歳市北信濃724

◆北千歳駐屯地内店舗
期　間▶6ヶ月毎の更新（長期）
仕　事▶店内業務全般
資　格▶  車通勤可能な方、 

ダブルワーク・シニア・学生可
時　間▶ 6:00～11:00 

※ 休憩なし、残業なし
給　与▶ 時給940円
勤　務▶  週2日～ ※応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、 

社会保険有、敷地内禁煙
勤務先▶ 陸上自衛隊北千歳駐屯地内 

（千歳市北信濃724） 
※中央バス「北千歳駐屯地前」停すぐ

42-2121

Wワーク
シニア
学生ＯＫ!!

駐屯地内の 
ローソンで
働こう!!

普段は入れない場所で、ちょっと働いてみませんか？
千歳 パ 店内業務

時　間▶ 5:00～10:00の間で実働3h～  
※残業なし

給　与▶時給920円～
勤　務▶週2～3日 ※応相談

時　間▶ 9:30～15:30 ※実働5.25h ※残業なし
給　与▶ 時給920円～ ※経験者優遇 

※土日祝手当500円/1日
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～  

※残業なし
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。
 0123-27-2000

千歳第一ホテル 千歳市幸町4丁目25-1

期　間▶雇用期間の定めなし
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、 

喫煙スペースなし（喫煙可能な客室有）

共通項目

千歳 ア パ ベッドメイク、送迎、朝食スタッフ

恵庭 ア パ 清掃スタッフ

仕　事▶ ハウスにていちご苗の堀上と小分け作業
資　格▶ 未経験者歓迎、車通勤可能な方
給　与▶ 日給5,580円
時　間▶ 9:00～16:00（休憩1h、残業なし）
休　日▶ 応相談
期　間▶ 11月8日頃～11月下旬頃（収穫量による）
待　遇▶ 交通費規定支給、ハウス内禁煙

出勤日は数日でもOK！ご相談ください！

まずはお気軽にお電話ください。作業中等は留守電になり
ますので録音してください。後ほど折り返します。

いちご苗の収穫・調整
短期のお仕事です!!

夕張郡長沼町東4線南11 
JR千歳駅より車で25分 JR恵庭駅より車で20分

0123-76-7495
㈲逢坂農園

その他 パ 農作業

お菓子づくりが好きな方から、経験は全くない...という方まで
皆さん大歓迎のお仕事です♪

■一般労働者派遣事業（派01-300021）

(株)ジェイサポート
面接地/ 札幌市北区北7条西4丁目8-3 北口ヨシヤビル3F 

（JR札幌駅北口より徒歩1分）

千歳市内近郊にお住いの方は出張面接を
実施しておりますのでお気軽にご相談ください♪

0120-706-717受付/
9～17時応募

期　間▶即日～2023年1月末まで
仕　事▶ お菓子（チョコレートやケーキ）などの商品

を製造している工場での製造補助、梱包業務
時　間▶ 12:30～21:30  

※実働7時間50分 ※休憩1時間10分、残業なし
給　与▶ 時給1,600円
勤　務▶週５日勤務
休　日▶ 工場カレンダーに準ずる（日曜のみ固定休）
勤務先▶千歳市泉沢
待　遇▶ 週払いOK(規定あり)、社会保険完備(法令ど

おり)、交通費規定支給、制服貸与、車通勤可
(無料駐車場完備)、無料送迎有(JR千歳駅よ
り)、受動喫煙対策有（職場に喫煙室有）

お菓子の製造スタッフ

複雑な作業は一切なし！
時給1,600円

千歳 派 お菓子の製造補助、梱包業務

まずは電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

0123-29-3311【受付/9～17時】　担当/小原

千歳市みどり台南2丁目12-6

期　間▶1年毎の更新制　※長期
仕　事▶昼食、おやつ等の調理、食器洗浄、清掃等
資　格▶ 調理師免許あれば尚可（なくても大丈夫です。）
給　与▶時給920円
時　間▶ 8:00～17:00の間で短時間（5h）もしくはフルタイム（8h） 

※フルタイム/休憩1h、残業なし
 休　日▶ 日祝他（年間休日105日）
待　遇▶ 交通費規定支給、雇用・労災保険、敷地内禁煙

◆フルタイム・パート勤務選択可◆

※ 実際の調理室ではみんな真面目に 
働いているのでご安心ください

THE
F1RST
CHOR I

経験者・未経験者歓迎！

私はPUFFY 
（パフィー）の
これが私の生きる道が 
好きです！！

千歳 パ 調理員

札幌市中央区南13条西11丁目2-32

期　間▶長期
仕　事▶パック詰め、品出しなど
待　遇▶ 社会保険なし、制服付与、 

交通費規定支給、車通勤可、施設内禁煙

〈共通項目〉

㈱ラルズ
[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▶ 8:00～12:00 

※残業なし ※休憩なし
勤　務▶週3～4日程度

恵み野店

応募
恵庭市恵み野西3丁目1

36-2980
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

Web応募
はコチラ

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

※残業なし ※休憩なし
勤　務▶週4日程度 ※いずれも土日祝のみでも可

2名募集

2名募集

の募集ですデリカ部門
千歳・恵庭 ア パ デリカ

 まずはお気軽にお電話ください。

〒066-0083　千歳市みどり台北1丁目4-8

担当/三浦0123-23-2607
【電話受付時間/8:30～18:00】

千歳 パ 清掃

期　間▶即日～長期
勤務先▶ 日本通運㈱北海道重機建設支店（上長都1057番地21）
仕　事▶ 事務所清掃。休憩室、トイレ、床面等の 

拭き掃除等、簡単な日常清掃です。
時　間▶7:30～9:30（1名/2h）
給　与▶時給1,200円
勤　務▶月～金（週5日）
休　日▶土日祝、GW、お盆、年末年始
待　遇▶ 制服貸与、車通勤可（駐車場無料）、 

交通費規定支給、屋内喫煙スペース有

残り
1名

勤務先▶ （仮称）グループホーム幸福 
（仮称）共生型ケアホームやさしい介護幸福 
千歳市幸福に2023年4月OPEN予定

期　間▶長期
資　格▶ 優しい気持ち必須、未経験者歓迎、年齢不問 

（60歳以上もOK）、無資格の方も可 
※ヘルパー2級以上あれば尚可

時　間▶ ①6:00～21:00の間で実働3～8h 
②21:00～翌6:00の間で実働8h 
※休憩1h（8h勤務）、残業なし

給　与▶ 時給920～1,150円 
※22時以降深夜割増有

勤　務▶ 週2～5日　※日勤のみ、夜勤のみも可
待　遇▶ 雇用・労災保険、車通勤可（無料駐車 

場有）、施設内禁煙

［受付］9～18時
［担当］今成（いまなり） 0123-25-3247

お気軽にお電話ください！

千歳市大和
2丁目3-7

令和5年4月 千歳市幸福に
介護福祉施設オープン予定！
オープニングスタッフ大募集！

千歳 ア パ 介護スタッフ

詳しくはHPをチェック！

勤務開始日
応相談

《共通項目》
期　間▶～3/31まで。その後1年ごとに更新
資　格▶年齢・学歴・経験不問
給　与▶時給1,000円～
時　間▶ 7:00～22:00の間で実働5～7h　シフト制 

例/ ①7:00～15:00　②9:00～17:00 
③12:40～20:40等　

　　　　※休憩1h、繁忙期は延長の場合有
勤　務▶週2～5日
休　日▶月8日以上
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、制服等貸与、 

賞与年2回、空港内喫煙室有
勤務先▶北海道本舗 総合土産店、空港内倉庫

千歳市美々987番地22
北海道空港 株式会社

仕　事▶ お菓子や農水産品、お酒などを取り扱うお店
でのレジ、商品補充、陳列、接客など

仕　事▶ 倉庫内にて自社店舗への荷
上げ、陳列、商品の発送や検
品作業

◆空港おみやげ店スタッフ

◆倉庫内商品管理スタッフ

新千歳空港ターミナルビル内のお仕事です

担当
影山

まずはお気軽に
お電話ください。 0123-46-5118

千歳 パ 店内業務、商品管理

札幌市手稲区西宮の沢6条1丁目14-7 TCサービス

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 主に千歳・恵庭市内のアパート・マンション共用部分

の巡回清掃（玄関や床、階段、手すり等の拭き掃き）。 
※現場へは自家用車で移動します。直行直帰。

資　格▶ 要普通免許、車持ち込み可能な方（業務使用のため）、 
LINEの操作可能な方、未経験者歓迎、主婦（夫）さん歓迎

時　間▶ 8:00～17:00の間で3～8h程度  
※休憩1h、残業なし ※月30h程度の勤務

給　与▶ 時給950円～
待　遇▶ 交通費規定支給、清掃用具貸与、勤務先禁煙 

試用期間1～3ヶ月（同条件）、昇給有

不在時は 
留守電へ080-3233-9226応募

面接は千歳市内でおこないます。

時間
応相談週末のみの勤務も可!!

WワークOK!!
千歳・恵庭 ア パ 清掃


