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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

配管を流れているのは
水や空気だけではありません。

その管には私たちの情熱と信頼が流れています。
一緒に働く仲間を待っています。

株式会社髙橋管機工業 千歳市本町２丁目6 TEL：0123-23-2419

千歳市勇舞8丁目1-1

担当/田中080-7067-5455

おたからや ちとせモール店

期　間▶長期
仕　事▶ 接客対応、事務作業
給　与▶時給1,000円
時　間▶ 10:00～19:00の間で 

早番・遅番シフト制（実働4h） 
※通し勤務も可（休憩1.5h）　※残業なし

勤　務▶ 週3～5日
待　遇▶ 施設内に喫煙スペース有、業績によりミニ

ボーナス有、服装・髪型自由、ノルマなし

応募

未経験者 
歓迎!! ミニ 

ボーナス
有!!

オープニングスタッフ追加募集！

お休み希望が叶いやすい♪お休み希望が叶いやすい♪
一週間毎のシフト作成

千歳 パ 店内業務

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶ タブレットや手書きでの書類作成・発

送、PC入力等の自動車オークション
出品準備補助業務全般

資　格▶ 要普通自動車免許（AT限定可）、 
PC操作可能な方

時　間▶ 9:00～17:00　 
※休憩1h、残業月5～10h程度

給　与▶時給970円～

千歳市泉沢1007-190 0123-28-8700
 (株) トヨタユーゼック

休　日▶ 日曜日、GW・夏季休暇・年末年始の長
期休暇有

勤　務▶週2日～OK　※扶養内勤務可
待　遇▶ 社会保険完備、交通費規定支給、車通

勤可(ガソリン代規定支給)、昇給有、
ミニボーナス有（年2回/規定有）、福
利厚生（3万円迄/車検や旅行代等に
使える制度※規定有）、自家用車購入
割引有、特別休暇（結婚・慶弔他）、有
給休暇（半日からOK）、屋外に喫煙ス
ペース有

担当/田中・田村

トヨタ100％
出資企業

普通免許があれば、
始められるお仕事です

・安定勤務 ・昇給有

まずはお気軽にお電話ください。

千歳 ア パ 業務補助

オークション品質準備スタッフ

恵庭市北柏木町3丁目26
千歳市美々1292番地39号

恵庭営業所
千歳営業所

仕　事▶①建設機械の軽整備、営業 ②一般事務、受付業務他
資　格▶ ①高卒以上、未経験者歓迎、経験者優遇、 

　要普免、中型免許（入社後に会社負担にて取得） 
②パソコン操作出来る方

給　与▶ ①月205,805円(15h分固定残業代21,000
　円を含む) ※職務経験者優遇 
②月174,780円 ※職務経験者優遇

時　間▶  8:00～17:30（実働8h、シフト制） 
※休憩1.5h ①残業月/20～30h ②残業なし

休　日▶ 日曜、祝日他、GW、夏季・冬季休暇 
※土曜日は隔週休み 
★冬季リフレッシュ休暇有

待　遇▶ 各社保完備、昇給年1回、賞与年2回、交通費規定支
給、車通勤可、諸手当（超過勤務、通勤、営業、家族、住
宅）有、資格取得制度有、施設内禁煙、屋外喫煙可

勤務先▶①恵庭、千歳 ②恵庭

①軽整備・営業 正社員募集②事務

冬季リフレッシュ休暇有（5日～9日連続必取）

[履歴書送付先]
〒007-0824 札幌市東区東雁来4条1丁目1番37号
富士レンタル株式会社 営業部

011-786-5401
http://www.fujirental.co.jp/contact/お問合せフォーム

担当/鬼原（キハラ）

お電話にてご連絡の上、下記の住所まで写真付き履歴書を
郵送ください。書類選考後、試験日時等ご案内致します。

「Q人ナビを見ました」とお伝え頂くとスムーズです。
（メールの方は一言添えてください）

充実の好待遇！ 資格取得制度でスキルアップも！応募

千歳・恵庭 正 軽整備、営業、事務

受付/9～19時
担当/村上0123-45-0039

雪ミクスカイタウン

10～20代の方が
活躍中!!

千歳市美々987-22新千歳空港国内線4F 

仕　事▶ 品出し、レジ、販売、その他店内業務
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇、学生可、高校生可
給　与▶ 時給920円
時　間▶ ①8:30～14:00（実働5h）  

②14:00～19:30（実働5h） 
③8:30～16:30（実働7h）  
※上記時間帯以外も応相談、休憩有、残業なし

休　日▶シフト制
勤　務▶ 週2～4日程度
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、交通費全額

支給、エプロン貸与、昇給有 、社員割有

休日希望は100％承認!

まずはお気軽にお電話ください。

★服装・髪型★
自由♪

残業は
ほとんど
ありません！

千歳  ア パ 店内作業全般

期　間▶期間の定めなし 
仕　事▶支援援助、送迎、等
給　与▶ ①月給200,000円～ 

②事務及び送迎/時給1,000円～ 
　支援業務/時給1,200円～

時　間▶  10:00～19:00 
②は1日3h～で応相談

休　日▶ ①日曜+他1日の週休二日(年間休日120日)
勤　務▶ ②週2日以上（日曜日以外)
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、校舎内及び 

車内全面禁煙、①のみ社保完備

恵庭市泉町4番地　恵庭ドリームビル2F

011-688-5414uchiyama@kurazemi.co.jp
こどもサポート教室クラ・ゼミ 恵庭校

まずはお気軽にお電話ください。 
メールでの応募も可。面接は勤務先で行います。担当/内山

①正社員　②アルバイト・パート
千歳 正 ア パ 支援員

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶整骨院での施術助手及び事務
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給920円
勤　務▶月～土の間で4日間　※要相談
時　間▶8:30～12:00　※休憩なし、残業なし
待　遇▶交通規定支給、制服貸与、車通勤可、室内禁煙

千歳市幸町5丁目11-3　フォレストコーポ1階
ちとせ駅前整骨院

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

27-5150 【受付/10～17時】
担当/小泉

笑顔の助手さん募集♪

未経験者歓迎！

千歳 パ 施術助手、事務

期　間▶雇用期間の定めなし
資　格▶ 給食施設及び飲食店厨房勤務経験のある方
給　与▶ 朝食:時給1,200円　夕食:時給1,100円
時　間▶ 6:00～10:00、16:00～20:30 

※休憩、残業なし　※応相談
休　日▶ 日曜日、大学の休日　※夏季・冬季休み有
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、館内全面禁煙
勤務先▶ 千歳科学技術大学指定学生会館シェルブルー千歳 

千歳市北栄1丁目1-39

札幌市北区北8条西6丁目2-20 
新和ビル(株)エステートシンワ

応募 0123-40-8700

学生寮の食堂での 
お仕事です！ 1,100～1,200円

時 給 パート
千歳 パ 調理

まずはお電話ください。面接は勤務先で行います。

期　間▶試用期間3ヶ月、以降6ヶ月毎の更新
仕　事▶ 新千歳空港内のオフィス、廊下、トイレ等の清掃
給　与▶ 時給920円
時　間▶ ①9:00～12:00　②13:00～16:00 

※実働3h、残業なし
勤　務▶週4～5日　※シフト制
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、施設内分煙
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

期　間▶6ヶ月毎の更新制
仕　事▶院内の日常清掃
給　与▶ 時給920円
時　間▶ ①7:00～16:00 ※実働7h、休憩2h　 

②7:00～11:00 ※実働3.5h、休憩0.5h 
※①②シフト制

勤　務▶ 週2～4日 ※希望日数応相談 
★日曜日はお休みです。

待　遇▶ 労災保険、雇用・社保完備（法定通り）、 
交通費規定支給、制服貸与、敷地内禁煙

勤務先▶千歳市東雲町1丁目11番

株式
会社

清掃スタッフ募集!!
未経験者もシニアも歓迎♪

まずはお電話ください。面接は千歳で行います。

札幌市中央区南1条
西7丁目12 都市ビル2F 

平日9～18時
担当/小松011-271-5038応募

北光管理サービス

千歳 パ 日常清掃スタッフ

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▶雇用期間の定めなし、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

北ガス文化ホール場所お仕事登録会
相談＆ 開催 11/2　 9:00～12:00開催日時 水

期　間▶即日～長期
時　間▶ ①5:00～14:00 ②7:30～16:30 

③9:00～18:00 ④12:00～21:00 
※①～④選べる勤務時間  
※休憩1h、残業なし

給　与▶ 時給983円～
休　日▶ シフト制（週3～5日勤務～応相談）
勤務先▶千歳市
待　遇▶受動喫煙対策有、各社保完備

勤務時間・日数の
相談可能

期　間▶11/1～長期
時　間▶ 8:30～17:30 

※休憩1h、月10～20hの可能性有
給　与▶時給1,050円～ 
休　日▶土日祝
勤務先▶千歳市
待　遇▶受動喫煙対策有、各社保完備

事前見学可能

期　間▶ 11月中旬～12月中旬（延長の可能性有）
時　間▶ 9:00～17:00 

※休憩1.5h、残業なし
給　与▶時給1,011円
休　日▶土日
勤務先▶千歳市 
待　遇▶施設内禁煙、各社保完備

出勤日数の
相談可能

期　間▶即日～長期
時　間▶  ①7:30～16:30 ②8:30～17:30 

③9:30～18:30 ④12:00～21:00 
⑤14:00～23:00 
※希望の勤務時間で働けます。 ※休憩1h、残業なし

給　与▶ 時給1,115円～ ※22時以降深夜割増有
休　日▶土日
勤務先▶千歳市
待　遇▶受動喫煙対策有、各社保完備

期　間▶ 即日～長期
時　間▶ 5:00～20:00の間で4～8h 

※8h以上勤務で休憩1h、残業なし
給　与▶時給1,011円～
休　日▶シフト制（週3日勤務～相談可能）
勤務先▶千歳市
待　遇▶受動喫煙対策有、各社保完備

勤務時間
出勤日数の
相談可能

24時間受付OK！ 
お気軽にお電話ください。
0120-172-642

㈱アスクゲートノース 千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F
当社は「社団法人 日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号 派01-300587

千歳 派 製造、検品、加工、袋詰め

電話連絡の上、写真付履歴書を
お持ちください。 23-5531

担当/小林

千歳市上長都3-5http://www.chitoseham.co.jp

期　間▶即日～長期
仕　事▶ レジ・陳列・補充・接客業務の他、ギフト包装、ホッ

トコーナーのテイクアウト業務
資　格▶ 18歳以上（資格不問）、土日祝日、 

年末年始の勤務が出来る方、接客業が好き方歓迎
給　与▶ 時給920円～　 

※月収例/920円×5.5h×15日＝75,900円 
（月収例は1例であり、保証するものではありません。）

時　間▶ 8:45～21:45の間で3～8h、シフト制 
※休憩4～8h未満まで0.5h、8h以上は1h、残業なし

勤　務▶週3～5日程度
待　遇▶ 雇用保険、交通費当社規定により支給、制服貸与（エプロ

ン、ブラウス、帽子、その他）、従業員割引、室内全面禁煙
勤務先▶ 北海道千歳ハム イオン千歳 

千歳市栄町6丁目51イオン千歳店内1階

嬉しい社員割あり

イオン千歳店での
販売業務スタッフ

千歳 パ 販売業務

千歳市勇舞8丁目1-1 ちとせモール2F

電話連絡の上、写真付 
履歴書をご持参ください。 42-5888
ちとせモール歯科クリニック

期　間▶雇用期間の定め無し
仕　事▶  診療補助、受付
資　格▶未経験者歓迎
時　間▶ ①9:00～19:30 

②9:00～14:00 
③14:00～19:30 
※ ①～③シフト制、6h以上で1h休憩、　
残業月/0～10h程度

給　与▶ 月給180,000円
休　日▶ 週休2日と半日（シフト制）、 

祝日・他、ＧＷ・お盆・年末年始等
待　遇▶ 車通勤可、制服貸与、交通費規定支給、雇

用・労災・健康保険、昇給有、賞与有、各種手
当有、入社祝い金3万円支給、施設内禁煙

歯科受付・助手

募集！ 入社
祝い金有

千歳 正 歯科受付・助手

㈱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、工場内禁煙、喫煙ブース有

◆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 
※休憩は6h以上で1h、残業月/20～30h程度

給　与▶ フルタイム/時給1,030円　※時給980円 
短時間パート/時給940円　※時給920円 
※はシフト勤務や残業ができない方になります。

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　◆短期アルバイト
時　間▶ ①7:00～12:00 ②17:00～22:00
給　与▶  時給1,050円　※時給940円　 

※はシフト勤務や残業ができない方になります。
勤　務▶ 月12～15日 ※年中無休のため、シフト制

1ヶ月でも
OK

恵庭 ア パ 製造、洗浄、荷受け、衛生


