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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 〒061-1431恵庭市有明２丁目13-9

何かあったら…すぐタケムラ

エネワンでんき
にのりかえましょう♪

電力は

北島工業(株)北広島市中央3丁目8-2第6ニューオータニビル2F

担当/宍戸011-372-1230

期　間▶ 雇用期間の定めなし
仕　事▶ 病院内日常清掃（女子トイレの清掃有）
給　与▶ 時給920円（見習い期間/時給は同条件）
時　間▶  8:00～16:00（週数回12:00までの日有） 

8:00～12:30/土曜 
※通しのみ休憩1h、残業なし

休　日▶日曜、祝日
勤　務▶ シフト制
待　遇▶ 交通費実費支給、車通勤可、 

受動喫煙対策有（施設内禁煙）
勤務先▶恵庭市下島松 院内

日曜・祝日はお休みです!!

恵庭 ア パ 清掃

電話連絡の上、写真付履歴書をご持参下さい。

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ カレー専門店でのホール業務（3名募集）
時　間▶ 10:00～20:00の間で実働7～8h 

※休憩1h、残業なし
給　与▶ 月180,000～200,000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）、賞与年2回（業績による）、喫煙ス
ペース有

入社祝い金 万円
支給！15

キタカレー 
釧路レストハウス(株)

カレーハウス

千歳市美々新千歳空港 ターミナルビル3F
担当:野田46-5637

千歳 正 ホール

完全週休2日制を実現するため増員募集!!

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

シニアも
歓 迎!!
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♬

0120-357-337
080-5729-7602 （土・日曜、祝日）

一般労働者派遣事業（派01-300285）
千歳市東雲町
1丁目9-6㈱マグナクルー

★随時面接致します

【月～金曜】9～18時

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

期　間▶ 即日～通年雇用
仕　事▶ 千歳・恵庭エリアでのスタッフ送迎
資　格▶ 中型免許以上、マイクロバス運転

出来る方
給　与▶ 時給1,200円
時　間▶  ①7:00～8:30 

②16:00～18:00 
※就業先により時間変更の 
　場合有、残業なし

勤　務▶週4回程度 ※工場カレンダーによる
待　遇▶ 交通費規定支給、 

受動喫煙対策有、車内禁煙

［契約社員］自社送迎ドライバー

時給1,200円!!
★ 当社の契約社員 
として勤務します。 通年

雇用

千歳・恵庭 契 自社送迎ドライバー

北海道東急ビルマネジメント㈱
千歳・苫小牧営業所

〒066-0027 千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F

0123-22-1090

期　間▶ 通年雇用
仕　事▶ 送迎ドライバー
資　格▶ 経験者優遇、大型1種免許（大型2種免許あれ

ば尚可）
給　与▶ 時給1,200円
時　間▶ 4:30～12:15（実働6時間15分） 

8:30～17:30（実働7時間30分） 
15:45～23:30（6時間15分） 
※シフト制、休憩1.5h

休　日▶ シフトによる
勤　務▶ 週5日程度
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇制度、交通費規定支給、

車通勤可、制服貸与、施設内分煙、車内禁煙
勤務先▶ 千歳市美々
電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

募集!!
送迎ドライバー

【平日／9～18時】
担当/スズキ

千歳 契 送迎ドライバー千歳 パ 調理スタッフ

の募集ですデリカ部門

〈共通項目〉
仕　事▶店内業務　　　期　間▶長期
待　遇▶ 通し勤務のみ社会保険加入、制服付与、 

交通費規定支給、車通勤可、施設内禁煙

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32[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947円 ［学生］時給920円
時　間▶ ①8:00～12:30 ②13:00～17:00 

③17:00～20:30 ④8:00～17:00  
※残業なし ※④のみ休憩1時間

勤　務▶週3～4日程度

千歳・恵庭 ア パ デリカ

Web応募
はコチラ

恵庭店

33-1122
恵庭市本町210

応募

給　与▶ ［一般］時給941円 ［学生］時給920円
時　間▶ 7:30～12:00  

※残業なし ※休憩なし

39-7777応募

島松店
恵庭市島松旭町1丁目1-1 Web応募

はコチラ

給　与▶ ［一般］時給940円 ［学生］時給920円
時　間▶ 17:00～21:00の間で 

3～4時間程度（応相談）  
※残業・休憩なし

Web応募
はコチラ

☎23-7667
千歳市勇舞8丁目1-1

長都店

応募

給　与▶ ［一般］時給968円 ［学生］時給920円
時　間▶ ①8:30～13:00 ②17:00～21:00  

※残業なし ※休憩なし
勤　務▶ 週4日程度 

（いずれも土日祝のみ可）

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

仕　事▶調理補助
期　間▶ 長期
時　間▶ ①9:00～14:00 ②10:00～15:00 

※①②選択制　※休憩1h、残業なし
給　与▶時給1,100円～　　勤務先▶恵庭市
休　日▶ シフト制 

※週4日勤務可能な方、土日休み可
待　遇▶受動喫煙対策有、各社保完備

仕　事▶野菜洗浄・調理・盛り込み
期　間▶長期
時　間▶ ①5:00～14:00 ②7:30～16:30 ③9:00～18:00 

④12:00～21:00 ※①～④選択制 ※休憩1h
給　与▶時給983円～　　 
勤務先▶千歳市
休　日▶シフト制（週2日～応相談）
待　遇▶受動喫煙対策有、各社保完備、②③送迎有

仕　事▶食品の成型・包装
期　間▶長期
時　間▶  ①9:00～13:30 ②13:00～17:00 ③8:00～14:00

④8:00～17:00 ※①～④選択制  
※6h以上で45分、8h以上で休憩1h

給　与▶時給965円～　　勤務先▶恵庭市
休　日▶ シフト制（週3日勤務～OK）
待　遇▶受動喫煙対策有、各社保完備

仕　事▶商品の仕分け
期　間▶長期
時　間▶ 9:00～17:00 ※休憩1h、残業なし
給　与▶時給1,000円～　　勤務先▶恵庭市
休　日▶ 土日休み
待　遇▶受動喫煙対策有、各社保完備

千歳・恵庭 派 仕分け、成型・包装、野菜洗浄・調理・盛り込み、調理補助パ ア 清掃

実働7hのお仕事

扶養内
勤務可能

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

履歴書不要、服装も自由。
仕　事▶客室清掃
期　間▶ 4月～長期（期間応相談） 

※3月中旬～研修有
時　間▶ 9:30～14:45 ※休憩15分、残業なし
給　与▶ 時給1,000円
休　日▶ シフト制（週休2～4日応相談）
勤務先▶千歳市
待　遇▶ 屋内喫煙所なし、各社保完備、 

交通費規定支給

パート
アルバイトの

募集

求人説明会 9:00～12:00内の 
お好きな時間にお越しください。 
来場受付締め切りは11:30です。

お気軽にお問合せください！

2/7火　9:00～12:00　恵庭市民会館
2/14火  9:00～12:00　千歳文化ホール 小会議室1

長期の
安定したお仕事

②③送迎有

仕　事▶事務所・仮設トイレ等の日常清掃
資　格▶未経験者・シニアの方も歓迎、車通勤可
給　与▶時給950円
時　間▶ 13:00～15:00の間で、 

月・水・木/1h　火・金/2h（休憩なし）
休　日▶土・日、年末年始

《共通項目》
期　間▶長期
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、受動喫煙対策有、 

①②のみ制服貸与

0123-24-0800

親切･丁寧に指導いたしますので 
未経験者でも安心！  
学生・年配の方も歓迎！

時給アップしました！！清掃員募集

日本管財サービス株式会社
〒066-0015　千歳市青葉8丁目3番1号 担当/高倉

❶ 航空自衛隊千歳基地内（男・女パート） ❸ 千歳乃湯えん

❷ 千歳市柏台

仕　事▶ 隊舎の清掃 
（共用部分、廊下、トイレ、風呂場）

資　格▶未経験者歓迎、車通勤可
給　与▶時給920円
時　間▶ 8:00～17:00の間で5h（休憩なし）
勤　務▶ 月・金　※お盆、年末年始はお休み

仕　事▶ 浴場、脱衣室等の清掃
資　格▶未経験者・シニアの方も歓迎、車通勤可
給　与▶時給950円（GWと年末年始は割増料金有）
時　間▶ 5:30～9:00 

（実働3.5h、休憩なし、時々0.5h延長有）
勤　務▶年中無休/シフト制（土日のみ出勤も可能）

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください。

千歳 パ 清掃

男女問わずご応募ください

千歳市美々 新千歳空港ターミナルビル2F

0123-38-9205
東亜珈琲館 新千歳空港店

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 接客・対応（ドリンク・ソフトクリーム

等の販売）、レジ業務
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇、土日及び

20:00まで勤務できる方歓迎
給　与▶ 時給1,000円  

※試用期間2ヶ月/時給960円
時　間▶ 8:00～20:00の間で、 

実働4～8h ※応相談 ※残業なし
勤　務▶ 週3日～ ※シフト制
待　遇▶ 社会保険完備（勤務による）、交通費規

定支給、エプロン貸与、施設内分煙

まずはお気軽にお電話ください。
面接時には写真付履歴書をお持ちください。

【受付/8:00～20:00】
担当/吉口

難しい仕事はありません！

1日6時間以上の勤務で、美味しいまかないつきます♪

テイクアウト専門店です

千歳  パ 店内業務

歯科衛生士or歯科助手

〒061-1409  恵庭市黄金南7丁目9-9 
電話連絡の上、下記住所まで写真付履歴書を郵送ください。

担当/金札（カナフダ）
0123-33-9944

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶院内の衛生士業務兼受付業務
資　格▶ 不問 ※歯科衛生士免許あれば尚可
給　与▶ 歯科衛生士/時給1,400円 

歯科助手/時給1,000円 
※昇給有、報奨金有

時　間▶ 18:00～20:00 
※残業、休憩なし

勤　務▶ 月～土の間で3～5日間
休　日▶ 日、祝、他 （GW、お盆、年末年始等）
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通勤

可、制服貸与、院内禁煙

上記募集人数1名です

増員
募集

恵庭 パ 歯科衛生士、歯科助手

0123-24-2111
千歳市千代田町2-2-10

ホテルウィングインターナショナル千歳

清掃スタッフ募集♪
主婦（夫）歓迎！WワークOK!

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶ 客室清掃・ベッドメイクなど 
給　与▶時給920円～
時　間▶ 9:30～15:00（実働5.5h） ※休憩30分
資　格▶ 未経験者歓迎
勤　務▶ 週2日～OK ※平日のみ・土日のみの勤務可
待　遇▶ 各社保完備（勤務による)、交通費規定支給、車通

勤可（無料駐車場完備）、昇給有、制服貸与、受動喫
煙対策有

女性活躍中♪

千歳 パ 清掃スタッフ

まずはお気軽にお電話ください。担当/金子


