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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
千歳市千代田町5丁目5-1 TEL.0123-24-2535
恵庭市緑町2丁目3-10 TEL.0123-39-5005

【千歳店】
【恵庭店】

仕　事▶��恵庭事務所にてお弁当を引き取り、恵庭市内の企
業等を回っていただきます。(毎日同じルートを回
るので数日で覚えられます。）�
常連客・固定客の訪問です。ノルマはありません。

資　格▶�未経験者歓迎、車持ち込み可能な方
報　酬▶�歩合制　※月平均11〜13万円
時　間▶�8:00～12:30　※残業無し
勤　務▶�月～金
休　日▶�土・日・祝、お盆、年末年始
待　遇▶�賞与有、車両手当有、�

食事手当/日400円、準備金/3万円支給（規定有）

恵庭事務所/
恵庭市駒場町1丁目6-8お弁当の日信

まずはお気軽に 
お電話ください。

090-5229-9352
011-666-5678

担当/渡辺
【本社/㈱日信】

お試し見学 お試し見学 
OKOK

未経験者、主婦(夫)さんが多数活躍中♪未経験者、主婦(夫)さんが多数活躍中♪
お昼までの仕事なのでWワークもOK

恵庭 委 お弁当の配達・販売スタッフ

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!!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

〒066-0028�千歳市花園2丁目312番地�サーモンパーク内

受付/9～17時
担当/越（コシ）・黒田

42-3001
　　　電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

■（公財）千歳青少年教育財団

仕　事▶�館内の売店での接客、品出し、�
清掃、発注等の店内業務

期　間▶�6ヶ月（更新の可能性あり）
時　間▶�9:45～17:00�※休憩1h
給　与▶�時給920円
勤　務▶�週2～4日
資　格▶�土日祝日・繁忙期の勤務可能な方歓迎
待　遇▶�労災保険、車通勤可、交通費支給、�

施設内禁煙

千歳水族館で一緒に
働いてみませんか?

千歳 ア パ 売店スタッフ

期　間▶雇用期間の定め無し
仕　事▶ネイル・まつ毛エクステの施術・接客・電話対応等
資　格▶�ネイリスト/未経験者OK��

アイリスト/美容師資格、実務経験者
給　与▶�ネイリスト/時給950円〜 

アイリスト/時給1,000円〜 ※経験考慮
時　間▶�平日/9:00～20:00�

土日祝/9:00～18:00の間で4h～応相談�
※残業なし

休　日▶シフト制、年末年始
待　遇▶��交通費規定支給、車通勤可、�

有給休暇有、受動喫煙対策有
勤務先▶ネイルサロン�ニコリ/千歳市新富2丁目16-9
お気軽に
お電話ください。 0123-22-1116

千歳市新富2丁目16-9株式会社　nicoRi

ネイリスト・アイリストネイリスト・アイリスト募集★募集★

千歳 パ ネイリスト、アイリスト

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶�知的な障がいを持つ方の作業支援、送迎等
資　格▶�要普通免許、福祉に関する資格があれば尚良
時　間▶��8:00～17:00（応相談）�※休憩1h、残業なし
給　与▶時給920〜960円
休　日▶�週休2日（応相談）
待　遇▶�各社保完備、賞与有、交通費支給、�

車通勤可、試用期間3ヶ月、事業所内禁煙
勤務先▶�障がい者支援センターえにわん�

（恵庭市泉町119-1)
まずはお電話のうえ、写真付履歴書を

持参又は郵送ください。メールでの応募も可。

〒069-1455�夕張郡長沼町東5線南4番地
（福）長沼陽風会 障がい者施設 陽風

youfu@youfu.jp
0123-88-0155 受付/10～16時

担当/良知（らち）

恵庭 パ 生活支援員
生活支援員募集！

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▶�平日/17:00～20:00、土日祝/15:00～20:00�

※時間応相談�※残業なし
勤　務▶週3～4日
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!!未経験者歓迎です!!

千歳 ア パ 店舗スタッフ

札幌市白石区
東札幌4条4丁目1-2㈱日本キャリアサービス

◆恵庭市恵み野/医療機関での日常清掃  
期　間▶�3ヶ月毎の更新�※原則更新
時　間▶�6:30～15:30（シフト制、実働3.5h以上）�

※終業時間応相談�※残業なし
休　日▶�土曜（シフト制、月2日程度）、日曜・祝日
給　与▶�時給920円
待　遇▶�雇用・労災保険、制服貸与、交通費規定支給、車通

勤可、施設内禁煙

011-820-8811 採用係

まずはお気軽にお電話ください。受付／9:00〜17:30

シニアシニアもも
歓 迎!!歓 迎!!

男女共に活躍中!!男女共に活躍中!!

恵庭 パ 清掃スタッフ

扶養内
OK!

働きやすい
環境です♬

まずはお気軽に電話ください。

仕　事▶�ジェラートの製造業務、配達・納品業務
資　格▶�要普通免許、経験者歓迎
給　与▶�正/月給200,000円(見込み残業代含む) 

パ/時給1,000円
時　間▶�9:00～18:00�※シフト制�

※残業�正/月0～20h程度�パ/残業なし

仕　事▶�カフェでの接客業務全般�
・ジェラート販売業務�
・�カフェでの接客業務、簡単な調理作業

資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶�時給1,000円
時　間▶�9:00～20:00�※シフト制�※残業なし

期　間▶�雇用期間の定めなし
勤　務▶�正/シフト制　パ/週2日以上～
待　遇▶�制服貸与（ポロシャツ、エプロン、帽子）、店内禁煙

CAFE&GELATO LicoLico

●製造(正社員・パート)

●ホールスタッフ(パート)

【共通項目】

担当/斉藤0123-39-5577

ジェラート製造・
販売スタッフ募集!

ドッグラン併設
ワンちゃん好きな方大歓迎

恵庭市北柏木町
2丁目26番18号

恵庭 正 パ 製造パ ホールスタッフ

期　間▶～3/31迄�その後一年毎の更新制
給　与▶時給1,200円
資　格▶看護師もしくは准看護師資格
時　間▶8:30～17:30の間で4～5h�※応相談�※残業なし
休　日▶土日祝　　　待　遇▶交通費規定支給

期　間▶～3/31迄�その後一年毎の更新制
給　与▶�時給980〜1,020円
時　間▶7:00～19:00の間で応相談�※残業なし
休　日▶土・日・祝　　　待　遇▶交通費規定支給

◆保育士/パート

◆調理師/パート

期　間▶�正/雇用期間の定めなし�
常/～3/31迄�その後一年毎の更新制

給　与▶�正職員/月198,000〜204,000円 
常勤職員/月186,000〜195,000円

時　間▶7:00～19:00の間でシフト制�※残業なし
休　日▶日・祝�※週休2日制(隔週)4週6休
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、昇給年1回、�

賞与年2回、常勤職員は正社員への登用有
期　間▶～3/31迄　その後一年毎の更新制
給　与▶�時給920〜940円
資　格▶不問（栄養士・調理師資格あれば尚可）
時　間▶8:00～14:00の間で応相談�※残業なし
休　日▶土・日・祝　　　待　遇▶�交通費規定支給

◆保育士/正職員・常勤職員(契約)
保育士・看護師・調理師　同時募集！ 働き方、ご相談ください！

◆看護師/パート

〒066-0078　千歳市勇舞1丁目1-1
アリス認定こども園社会福祉法人千歳洋翔会

《保育士共通項目》
資　格▶�幼稚園教諭・保育士資格�※小学校教諭・養護教諭

免許をお持ちの方もご相談ください。（委細面談） 応募 0123-24-7000 担当/鮫島・中島

千歳 正 契 パ 保育士パ 看護師、調理師

札幌市厚別区厚別中央1条6丁目2-15　新札幌センタービル5F�

まずはお気軽に
お電話ください。 011-892-5400 
日本ハウズイング株式会社

期　間▶1年毎の更新制�※原則更新
仕　事▶�管理事務室窓口対応、電球交換、建物巡回、

清掃等（廊下・階段・エントランス等）、冬季
は除雪作業有

給　与▶�時給951円
時　間▶�9:00～13:00�※残業なし
休　日▶�土日祝、年末年始�（12/31～1/3）
待　遇▶�雇用保険、労災保険、受動喫煙対策有
勤務先▶�サーム千歳ドミニオwing12�

（千歳市文京1丁目2-6）

マンション管理員マンション管理員土日祝
お休み

千歳 パ マンション管理員

パート・アルバイト募集中
期　間▶即日～11月末�※長期、応相談
仕　事▶�カウンター受付・レンタカー貸し出し

の接客業務。PCの打ち込み、配車管
理、車内清掃、門型洗車機で洗車。

資　格▶�要普通免許、未経験歓迎
給　与▶時給1,100円
時　間▶��8:30～18:00（実働8h）�

8:30～18:00（実働3～7h）�
※シフト制（応相談）、6h勤務以上で休憩1h

勤　務▶�週2～4日　※休日はシフト制
待　遇▶�各社保完備（時間による）交通費規定

支給、車通勤可、送迎有（JR南千歳駅
まで）、受動喫煙対策有

勤務先▶�ファミリーレンタカー千歳本店

千歳市柏台1463-1

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

北海道レンタカープロジェクト株式会社
0123-23-8700 受付/8:30～18:00

担当/山岸

千歳 ア パ レンタカー業務

ファミリーレンタカーでファミリーレンタカーで
一緒に働こう！一緒に働こう！

コース管理（フルタイム）フロント（フルタイム）
仕　事▶�ゴルフコースの整備業務
給　与▶�時給1,000円
時　間▶�平日/6:00～15:00�※実働8h�

土日祝/5:30～14:30�※実働8h�
　　　�5:30～9:30�※実働4h�
※時期により変動有�※残業/月0～5h程度

休　日▶月7日
期　間▶�4月1日～11月下旬まで

仕　事▶接客・受付・精算、プロショップ業務
給　与▶時給1,020円
時　間▶�平日/6:30～19:00の間で実働7.5h�

土日祝/6:00～19:00の間で実働7.5h�
※時期により変動有�※残業/月0～5h程度

休　日▶月7日�※勤務日数、短時間希望等応相談
期　間▶�4月1日～10月末まで

応募したい方、詳細を聞いてみたい方…
まずはご連絡ください!

全国146コースを運営する グループ!!

グループゴルフ場優待プレー制度有

社保完備

従業員食堂有 有給休暇有

交通費実費支給(上限有)

正社員登用制度有

受付窓口担当/宮腰
0123-29-21110123-29-2111

〒066-0004千歳市泉郷845-1

2023年度

グレート札幌カントリー倶楽部

スタッフ募集スタッフ募集

ポーター（フルタイム）
仕　事▶�お客様のお迎え、ゴルフバッグの積み込み、積み降ろし等
資　格▶18歳以上、車通勤可能な方　　　給　与▶時給970円〜 （経験考慮）
時　間▶�平日/6:30～19:00の間で実働7.5h�土日祝/6:00～19:00の間で実働7.5h�

※時期により変動有�※残業/月10h程度
休　日▶�月7日�※勤務日数、短時間希望等応相談　　　期　間▶�4月1日～11月上旬まで
《共通項目》
待　遇▶�社会保険完備、有給休暇制度有、従業員食堂有、交通費実費支給(上限有)、制服貸与、屋内禁煙、屋外に喫煙スペース有

経験者歓迎します!経験者歓迎します!

制度充実しています♪
千歳 パ フロント、コース管理、ポーター

期　間▶長期、1年毎の更新有
仕　事▶�固定のお客様先の�

家事・お手伝いサービス
資　格▶��家事が好きな方
時　間▶�1勤務2h以上�

※現場による�
※残業なし

給　与▶�時給950円（実稼働時給）
勤　務▶週1日～

〒061-1406�恵庭市和光町4丁目7番15号

採用係0120-35-4549

3つの職種で募集中3つの職種で募集中

お気軽にお電話ください。 詳細は面談にて。

家事代行 直行直帰のお仕事です。商品案内スタッフ 友達同士OK

事務兼応対スタッフ 簡単なPC操作あります。

期　間▶3ヶ月、更新有
仕　事▶�一般家庭へ、レンタル商品を�

無料サンプルとしてお渡しするお仕事。
資　格▶未経験者歓迎、扶養内勤務可
時　間▶9:00～16:00の間で2～3h�※残業なし
給　与▶�時給1,000円 

※初日の座学研修時/時給920円
勤　務▶週2日程度�※勤務日応相談

期　間▶長期、1年毎の更新有
仕　事▶�家庭・事業所の清掃依頼のヒアリング対応・

見積作成、清掃スタッフの調整・清掃実績の
PC入力、家事代行部門のお問い合わせ対応
等（状況により清掃作業に入る場合有）

資　格▶�未経験者歓迎、Excel入力等PC操作に抵抗
がない方

時　間▶�9:00～16:00の間で6h程度�
※応相談�※残業なし

給　与▶�時給920円（清掃時は時給950円） 
+外勤手当支給（規定有）

勤　務▶週2日

【共通項目】
休　日▶土日祝
待　遇▶�各社保完備（勤務による）、交通費規定支給（家

事代行の市内はなし）、店内・敷地内完全禁煙
勤務先▶恵庭市

衛生知識が身につく!衛生知識が身につく!
恵庭 パ 商品案内、事務兼応対スタッフア 家事代行

期　間▶�4ヶ月毎の更新　　　勤務先▶恵庭市
仕　事▶�ケーキに果物やクリームをトッピングしたり、パ

ンの中にチョコなどを入れる簡単な作業です。
時　間▶�①9:00～18:00�②12:00～21:00�

③15:00～24:00�※残業は月10～20時間有�
※勤務時間は①～③いずれかの固定勤務になり
ます。�※休憩60分

給　与▶�時給1,000〜1,200円（昇給制度有) 
(月収例)時給1,000円×8h×21日＋深夜手当
37,500円＋残業25,000円＝月収23万円以上 
※ 月収例は一例であり収入を保証するものでは

ありません。
休　日▶シフトによる週休2日制
資　格▶�経験不問。未経験からの就業者多数在籍！
待　遇▶�交通費支給、各種保険完備、年２回報奨金支給、慶

弔見舞金制度有り、車両及び公共交通機関での通
勤可、室内分煙(喫煙ブース有)

●ご応募は電話連絡のうえ、ご都合に合わせて面接いたします。

札幌市清田区美しが丘1条1丁目2-7

業務請負業・労働者派遣業�派01-300216〈自社求人情報サイト〉http://www.e-hasshin.com/

（株）八
ハッシン

神エモーション

平日受付時間�9:00～17:30
※時間外の連絡先

0120-084-842
080-6073-7977 （つたもり）

★ 上記以外に恵庭・千歳地区多数紹介案件ございます。 
お気軽にご相談してください！

トッピング作業トッピング作業
パンパンととスイーツスイーツのの
恵庭 派 軽作業スタッフ


