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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

千歳 契 入国者案内、通訳補助

6ヶ月以上の長期勤務者は
6月・12月に一時金支給!!

時　間▶ 7:30～22:00（実働8h～応相談）
給　与▶ 時給1,130円～
資　格▶ 要大型免許、未経験者歓迎  

※70歳定年雇用止め 
★これからも長く働きたい方大歓迎!!

勤　務▶週4日～応相談

仕　事▶新千歳空港店カウンターでの受付業務
時　間▶ 8:00～21:00の間で実働4h～（6h以上勤務で休憩1h）

※残業有 ※冬季営業時間変更有
給　与▶ 時給1,010円～（試用期間/時給1,000円）
資　格▶要普免、英会話出来る方歓迎、未経験者歓迎
勤　務▶週2日～応相談
《共通項目》
期　間▶即日～雇用期間の定めなし
待　遇▶交通費全額支給、社保完備、敷地内全面禁煙

27-4123応 募

千歳市柏台南2丁目2番5新千歳空港店

◆ カウンタースタッフ

交通費
全額支給

短期・長期どちらもOK 時間・日数応相談
◆ 送迎バスのドライバー（大型免許保持者）

【受付/9～18時】担当/松井
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千歳 パ 送迎バスドライバー、カウンタースタッフ

有限会社 新富メディカル・サービス
〒066-0054　千歳市柏陽5丁目5-3

まずはお気軽にお問い合わせください。

0123-25-3132 担当/西本

《共通項目》
期　間▶即日～令和5年3月31日 ※その後1年毎の更新
時　間▶ 8:00～18:00の間でシフト制 

※残業なし、休憩は30～45分
勤　務▶ 週1日～希望日数で働けます。 ※扶養内控除勤務OK
休　日▶ 日曜日、その他週の中で休みがあります
待　遇▶ 労災保険・雇用保険（時間による）、敷地内禁煙、 

交通費補助有（規定による）、車通勤可
勤務先▶ (有)新富メディカル・サービス 

地域密着型デイサービス泉沢山荘

仕　事▶ 送迎バス乗降介助、入浴、排泄、食事、調理、移動、
レクリエーション介助 
※希望があればドライバー業務兼務可

資　格▶介護福祉士、介護職員初任者研修修了者
給　与▶ 時給970円～ ※処遇改善手当含む

◆デイサービス介護員

仕　事▶ 在宅要介護者の介助、掃除、調理、買い物代行、 
入浴等の介助 ※自家用車持ち込みになります

資　格▶ 介護福祉士、介護職員初任者研修修了者、要普免、
デイサービススタッフ兼務可能な方歓迎

給　与▶ 生活援助/時給964円～ 身体介助/時給1,286円～
※処遇改善手当含む

◆訪問介護員
扶養内勤務OK！

千歳 パ 訪問介護員、デイサービス介護員

電話連絡の上、面接の際に
写真付履歴書をお持ちください。

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ ラウンジパントリー業務全般 

※ラウンジでの洗い物、片付け、 
　原料補充、在庫管理

資　格▶年齢不問
時　間▶ ①7:30～13:30 

②13:00～19:00 
※①②シフト制（基本） 
※休憩・残業なし 011-857-1000 担当/

チカヤ

勤務開始日 通勤手段

新千歳空港ANA

ラウンジパントリー
スタッフ募集

扶養の範囲内で働けます
勤務日数はご相談に応じます

ご相談ください！

千歳 パ ラウンジパントリー業務

MOS物流プランニング株式会社 札幌市豊平区月寒東１条20丁目4-19
〒062-0051

給　与▶時給950円～
勤　務▶ 月8～12日程度　 

※シフト制　※要相談　
待　遇▶ 交通費全額支給、労災・雇用保険

加入、施設内分煙

洗い場  ★自動洗浄機があるので簡単業務

日祝勤務で

高校生もOK！
時給＋100円

千歳市美々新千歳空港ターミナルビル3F

レストランユック
新千歳空港店

定山渓温泉 「鹿の湯」グループ

担当/田中0123-46-5830
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

【共通項目】
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・学生（高校生可）・シニア歓迎
勤　務▶週2～5日で希望日数ご相談ください。
待　遇▶ 交通費実費支給、賞与有（実績による）、 

食事手当支給、勤務実績により有給休暇有、昇給有

仕　事▶ご案内・オーダー取り・配膳・下げ膳・レジ等
時　間▶ 【一般・学生】土日祝/11:00～19:30の間で4h～ 

【学生】平日/17:00～19:30
給　与▶【一般】時給950円～　【高校生】時給920円～

仕　事▶自動洗浄機を使用しての食器洗浄
時　間▶ 【一般】平日/12:00～19:30 
給　与▶ 【一般】時給950円～　※経験・能力考慮

ホール ★冬休みだけの短期学生アルバイトも歓迎

募集!

洗い場
ホール

千歳 ア パ 洗い場、ホール

仕　事▶製造や出荷に係る業務全般
期　間▶長期（6ヶ月毎の更新制） 
勤務先▶恵庭市戸磯
時　間▶ （箱詰め・包装）9:00～18:00  

（製造）8:30～17:30  
※休憩75分、残業/月10h程度

給　与▶時給920円
休　日▶ 4週8休（シフト制）、年間休日107日

有限会社 イーワークス 人材派遣業 派01-300151職業紹介 01-ユ-300083
恵庭市京町80番地恵庭商工会議所ビル1F

お電話またはE-mailでお問い合わせください。

0123-33-5555 info@eworks-jobnet.com

電話対応オペレーター（派遣）
★就業時間や勤務日数は相談可能です！

★休日は相談可能です！

仕　事▶除雪に関する電話対応を行います
期　間▶12月中旬～翌3月中旬まで
勤務先▶恵庭市黄金南
時　間▶ 8:00～17:00 ※休憩1h、残業/月5h程度
給　与▶時給1,050円
休　日▶ シフト制、週休2日以上

★週4日勤務から相談可能

倉庫内ピッキング（派遣）
★毎月希望休日取得可能！

仕　事▶ 飲料や食料品のピッキングと検品を行います
期　間▶長期（2ヶ月毎の更新制） 
勤務先▶恵庭市戸磯
時　間▶ ①10:45～16:00 ※休憩15分、残業/月5h程度 

②9:00～18:00 ※休憩1h、残業/月5～30h 
※上記より選択可能

給　与▶時給1,010円
休　日▶ シフト制、週休2日以上

和洋菓子の製造・箱詰め（紹介）

待　遇▶ 各種保険完備、無料駐車場完備、交通費規定
支給、室内原則禁煙（喫煙室・所有）

共通項目

ご紹介先でのパート雇用になります

恵庭 派 ピッキング、電話対応紹 製造・箱詰め

HPリニューアルしました！
求人情報をチェック！

まずはお気軽にお電話ください。

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 食材の仕込みや洗い場などの業務。家庭料

理程度が出来ればOK。
資　格▶経験不問、主婦（夫）・シニア歓迎
時　間▶ ①9:30～14:30（実働5h）　 

②14:30～19:00（実働4.5h） 
※応相談　※残業なし

勤　務▶週3～5日　※火曜日定休
給　与▶時給920円～
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、店内禁煙

千歳市清水町2丁目25
（新川通り沿い）

0123-23-4307
ほかほか弁当 千歳店

担当/岡田

ブランク
OK!!

料理好きの方大歓迎!!
千歳 ア パ 厨房スタッフ

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶看護業務全般
資　格▶ 看護師または准看護師資格
給　与▶時給1,300～1,500円
時　間▶ 月・土/8:30～12:30 

火～金/8:30～17:30※休憩1h 
※ 上記の時間帯でシフト制、時間応相談、残業なし

休　日▶ 日・祝、GW、年末年始
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、敷地内禁煙

恵庭市黄金中央1丁目4-3

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-29-7037 担当/髙橋

医療法人社団 健仁会 恵庭ふじたクリニック

午前・午後どちらの勤務も可能な方

恵庭 パ 正・准看護師

働き方 
ご相談ください♪

アットホームで和やかな職場環境です♪

期　間▶長期
仕　事▶ 厩舎、牧場内の清掃等の作業。 

馬に直接触れることはありません。
資　格▶ 未経験歓迎、性別不問、 

自力通勤可能な方、定年雇い止めのため60歳までの方 
※希望により継続雇用可能（65歳まで）

時　間▶ ①8:00～11:30 ②7:00～11:30 
③6:00～11:30 ④8:00～17:00（休憩1h）  
※選択可、残業なし

給　与▶ 時給1,000～1,200円　　　
勤　務▶ 週5～6日
待　遇▶   労働時間により社保完備、 

交通費規定支給、受動喫煙対策有

勇払郡安平町早来富岡72

急募!!牧場内
作業スタッフ 1,000～1,200円!!高時給

田口トレーニングファーム

まずはお気軽にお電話ください。面接時に写真付履歴書をお持ちください。

0145-22-3963 受付/9～17時

安平 ア パ 牧場内作業

トラクター・タイヤショベル
乗れる方歓迎 !

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶ 施設管理、販売促進企画、他
資　格▶Excel、Wordの基本操作必須
給　与▶月給180,000円
時　間▶ 8:00～17:00、9:00～18:00 

※実働8h、シフト制、休憩1h、基本残業なし
休　日▶週休2日　※土日祝出勤有
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、交通費規定支

給、車通勤可、昇給年1回、賞与年2回、
施設内分煙

勤務先▶ ちとせモール（千歳市勇舞8丁目1-1）
まずはお気軽にお電話ください。

受付/10～17時
担当/山野下0123-22-8831

千歳市勇舞8丁目1-1
㈱エルディちとせモール管理センター

ショッピングセンターでの

スタッフ
施設管理（販売促進企画）

募集

千歳 契 施設管理

その他
期　間▶～令和5年3月31日　※更新有
仕　事▶ トイレ、喫煙所、その他に園地や歩道部等の清掃 

連絡、報告等は会社貸与のスマホ・タブレットを使っていただきます。 
※ 道東自動車道・千歳東ICから社用車に乗り換えて、 
現地まで向かいます

資　格▶未経験者歓迎、要普免、車通勤可能な方
給　与▶時給1,000円（残業代別途支給）
時　間▶8:00～17:00（実働8h）シフト制　※休憩1h
勤　務▶週3～5日シフト制（応相談）　※土日祝は出勤有
休　日▶週休2日制
待　遇▶ 社保完備（時間による）、昇給有、有給休暇制度、交通費規定

支給、制服貸与、年末年始特別出勤手当、人間ドック最大7
万円補助、研修制度有、試用期間3ヶ月、受動喫煙対策有

勤務先▶道東自動車道・由仁PA（高速での移動有）

電話の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は北広島事業所で行います。

011-377-3807
担当/渡辺　受付/平日8:30～17:30

(株)ネクスコ・メンテナンス北海道 北広島事業所 北広島市大曲
並木1丁目1-1

 

契 清掃

◆学校給食配送ドライバー（パート）
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 恵庭市内の中学校へ 

給食コンテナの配送と回収業務
資　格▶中型自動車免許(8t限定不可）
時　間▶ 9:00～15:00の間で5h程度　※残業なし
休　日▶ 土日祝、他（学校の休み期間等） 

※年間184日程度の勤務です。
給　与▶日給5,000円
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、 

車通勤可（無料駐車場有） 
まずはお気軽にお電話ください！

テーオー運輸株式会社
0123-32-1111

恵庭市北柏木町3丁目74-1 〒061-1433

恵庭 パ 配送ドライバー

担当/
世永（よなが)

2名
募集!!

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶家事（掃除、洗濯等）の手伝い
給　与▶時給920円
時　間▶ ①9:00～12:00　②14:00～17:00 

　いずれも実働3h程度　※応相談
休　日▶日曜、祝日　　　勤　務▶週3日程度
待　遇▶ 有給休暇制度、交通費規定支給、 

車通勤可、エプロン貸与、室内禁煙

千歳市富丘4丁目5-22 尾島

まずはお気軽にお電話ください　面接は自宅で行います

22-6648 受付/10～17時
担当/尾島玲子

家事お手伝い 
募集♪
★犬好きの方歓迎!

千歳 パ 家事手伝い

千歳市北栄2丁目31-10 小僧寿し 北栄店 

まずはお気軽にお電話ください。

0123-24-8066 担当/宮内・宮崎 

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ お寿司の製造・販売
資　格▶ 未経験者歓迎、高校生、大学生、専門学校生可
給　与▶ 時給930円～
時　間▶ 17:00～20:00、土日祝/15:00～20:00
勤　務▶週3～4日 ※時間応相談 ※残業なし
待　遇▶車通勤可、制服貸与、施設内禁煙

◇店舗スタッフ

スタッフ募集
未経験者歓迎です!!

千歳 ア パ 店舗スタッフ


