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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！
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セブン-イレブン・ジャパン向けパンの 
製造をしている会社です。

スタッフ募集

恵庭

製造スタッフ
仕　事▶ オーブンからパンを取り出したり、パン生地に具

材をのせる等の、パン製造補助
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶ 9:00～18:00、22:00～翌7:00 

※休憩1h、残業月20h程度、時間前後要相談
給　与▶ 時給950円～※22:00～翌5:00/深夜手当有

事務員
仕　事▶電話対応、来客対応、受発注業務
資　格▶パソコン、基本的な操作が出来る方
時　間▶ 8:30～17:30 ※休憩1ｈ、残業/月5～10h程度
給　与▶時給1,000円

株式会社エフビーエス
〒061-1405　恵庭市戸磯47-7札幌工場

 31-0900
まずはお気軽にお電話ください。

受付/9～17時 
担当/原田・本間

パ 製造、事務員

《共通項目》
期　間▶即日～長期　　　休　日▶週2日、シフト制
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、喫煙室有

◆札幌工場（恵庭市戸磯47-7）

学生・主婦(夫)・フリーター大歓迎！

お仕事説明会
参加ください
予約不要

持
ち
物
・黒ボールペン 
・写真付き履歴書

千歳ベースで日中開催の説明会には、 
千歳駅裏（スノーショップ駐車場前）から
の送迎バスをご利用いただけます。
10時開催→9:12発　14時開催→13:12発

各回とも開始時間の5分前
までに会場へお越しください。

千歳ベース

恵庭市民会館

千歳市泉沢1007-206ヤマト運輸株式会社 千歳ベース 0123-48-3812 担当/
越川・大沼

★土日に勤務すると…特別手当500円/日支給
★便利な送迎バスも運行中！ ※エリアはお問い合わせください

5:00～8:00
19:30～23:00（千歳・恵庭送迎有）
19:30～翌4:00（千歳・恵庭・苫小牧送迎、休憩有）
23:00～翌4:00（千歳・恵庭・苫小牧送迎、休憩有）
23:00～翌8:00（休憩有）

16:00～19:00（千歳市内送迎有）
16:00～23:00（千歳市内送迎、休憩有）
20:00～翌1:00
21:00～翌1:00
21:00～翌4:00（休憩有）時

　間

時 

給

時 

給

1,100円
22：00
〜

翌5：00 1,375円

1,050円
22：00
〜

翌5：00 1,313円

パートスタッフ募集！！
応募の方はまずはお電話ください

◆マイクロバス運転手（パート）
期　間▶3ヶ月毎の更新（長期勤務可）
資　格▶ 要大型免許
給　与▶ 時給1,100円　※22時以降深夜割増有
時　間▶ 16:30～23:00、21:00～翌5:00 

※休憩1h、残業なし
勤　務▶ 週5日
待　遇▶  社保完備、施設内禁煙（屋外に喫煙スペース有）

◆宅急便仕分けスタッフ（パート）
期　間▶3ヶ月毎の更新（長期勤務可）
給　与▶ 時給1,150円　※22時以降深夜割増有 

※試用期間3ヶ月/時給1,100円
時　間▶ ①5:00～8:00　②10:00～18:00 

③19:30～23:00　④19:30～翌3:00  
⑤23:00～翌4:00 
※①③休憩なし、②④⑤休憩1h　※残業なし

勤　務▶ 週5日
待　遇▶  社保完備、制服貸与、施設内禁煙（屋外に喫煙スペース有）◆宅急便仕分けスタッフ（アルバイト）

期　間▶3～4月の2ヶ月間　※単月可
時　間▶右記参照　※残業0～30分/1日
給　与▶ 右記参照　※22時以降深夜割増有
勤　務▶ 週3～5日　※応相談
待　遇▶  ヘルメット・安全靴貸与、送迎バ

ス有、車通勤可（時間外の場合交
通費規定支給有）、施設内禁煙
（屋外に喫煙スペース有）

※ 今回の募集は、高校生の方は対象外です。ご了承ください。

ヤマト運輸 スタッフ募集 ! !
❶10:00～  ❷14:00～  ❸19:00～

・12日2/ 土11
・12日2/ 土11

❶16:00～  ❷18:00～

千歳 ア パ 宅急便等仕分け作業パ 送迎ドライバー

3月･4月の2ヶ月
3月単月もOK！

◆ 看護師・准看護師
期　間▶1年更新
仕　事▶外来業務
資　格▶看護師又は准看護師
給　与▶時給1,200～1,500円 
時　間▶ 8:30～12:30、13:30～17:30 

※シフト制
休　日▶日・祝、他、年末年始
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、賞

与年2回、院内禁煙

【受付/8:30～17:00】
担当/大畠（おばたけ）

写真付き履歴書をご郵送ください。

24-5121
千歳市新富
2丁目5-5医療法人社団 尾谷内科

★ 週20時間程度勤務可能
なパートさん募集

★ 午前・午後のシフト制で
勤務可能な方歓迎します

看護師・准看護師
募集！

★時間等応相談

千歳 パ 看護師

期　間▶～3ヶ月、その後１年毎の更新
待　遇▶ 各社保完備（時間数による）、交通費規定

支給、制服貸与、車通勤可、敷地内禁煙
休　日▶ シフト制
勤務先▶ 社台ファーム社員食堂 

/ 勇払郡安平町追分旭9番地

共
通
項
目

◆調理師/契約社員

◆調理補助/パート

◆調理員/パート

仕　事▶ 社員食堂での調理
資　格▶ 調理師免許
給　与▶ 月給270,000円 

（固定残業代45h/67,590円含む）
時　間▶ 4:00～20:00 ※実働8h ※残業月0～

10h程度（残業がない月も固定残業代
45h分支給）

仕　事▶社員食堂での調理補助
給　与▶①時給1,050円 ②時給980円
時　間▶ ①4:00～13:00 ②8:00～20:00  

※実働8h ※休憩1h、残業なし

仕　事▶社員食堂での調理
資　格▶調理経験者、資格不要
給　与▶時給1,100円
時　間▶ 4:00～20:00 ※実働8h  

※休憩1h、残業なし
㈱北海道グリーンハウス

札幌市中央区北3条西2丁目8番地　さっけんビル2F

担当/おぐら011-232-2430
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。面接は勤務先で行います。

調理師、調理補助
実働4hなど、時間・日数応相談

安平 契 調理師パ 調理補助

募集

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-26-2191 《担当》
つのだ

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 新車・中古車の販売業務、軽整備、他
資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許（AT限定OK）
給　与▶ 月160,000円～ 

※試用期間1～6ヶ月/時給920円～
時　間▶ 10:00～19:00（実働8h）  

※休憩1h ※残業有
休　日▶ 4週8休、他シフト制、年末年始 

※会社カレンダーによる
待　遇▶ 各社保完備、業績賞与年2回、燃料手当、

交通費規定支給、車通勤可、カップ式飲
料機使い放題、社内禁煙、屋外喫煙所有

スターオート
千歳市東雲町5丁目7-3 株式会社スターオート 千歳店

http://starauto1995.com/

正社員
募集!

千歳 正 販売、軽整備

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ レンタカーの受付、事務、洗車等お手伝い 

※ 仕事を覚えて、もっと頑張りたい方は時給UP!
資　格▶ 経験者歓迎、要普通免許（AT限定OK）
給　与▶ 時給970～1,200円
時　間▶ 7:30～19:00の間で早番・中番・遅番シフト制 

※早番のみ、遅番のみもOK！ 
　1日4h程度の短時間も可  
※休憩1h ※残業有

勤　務▶ 週3日～ ※シフト制  
※土・日曜のみ・Wワーク等応相談

待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤
可、カップ式飲料機使い放題、正社員登
用制度有、社内禁煙、屋外喫煙所有

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-26-2191 《担当》
つのだ

ニコニコレンタカー千歳市東雲町5丁目7-3 
千歳東雲町店

★ シフトは 
自由に決められる！

早番・遅番勤務できる方

1,200円時給

千歳 ア パ レンタカー業務

★ 子育て中のママさん 
フリーターさん大歓迎！

扶養内勤務OK！

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-26-2191 《担当》
つのだ

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 受付、洗車、送迎、 

車両管理、入力業務、他
資　格▶ 要普通免許（AT限定OK）
給　与▶ 月185,000円～ 

※試用期間1～6ヶ月/時給970円～
時　間▶ 10:00～19:00（実働8h）  

※休憩1h ※残業有
休　日▶ 4週8休、他シフト制、年末年始 

※会社カレンダーによる
待　遇▶ 各社保完備、業績賞与年2回、交通費

規定支給、車通勤可、カップ式飲料機
使い放題、社内禁煙、屋外喫煙所有

正社員
募集!!

千歳 正 レンタカー業務

ニコニコレンタカー
（株）プレデアス 千歳市東雲町5丁目7-3 

千歳東雲町店

★ 車好きな方大歓迎 !!

★ 経験者歓迎
★ 未経験者歓迎

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ ①箱折り作業  

②封筒作り（発送用、スタンプ押し） 
③製品のシール貼り作業 
④PCによるネット販売の登録、梱包、 
　発送業務 
⑤レザークラフト加工

資　格▶ 障がい者手帳、受給者証をお持ちの方 
（手帳をお持ちでない方もご相談ください。）

給　与▶ 工賃/1日950円
時　間▶10:00～14:00 ※応相談
休　日▶ 月～金 ※応相談
待　遇▶ 無料送迎有、食事有（自己負担/100円）、余

暇活動有、施設内禁煙

就労支援B型事業所　ジョブタス千歳勇舞事業所

就労支援B型事業所
ジョブタス千歳勇舞事業所

千歳市勇舞6丁目7番地2 ◆事業所番号/0111100905

まずはお気軽に 
お電話ください。 0123-29-4980

月、週1回～でも対応いたします！

全て送迎いたします!
千歳・恵庭 
安平・長沼

障がいのある方のためのお仕事です。

千歳 他 製作他

受付/9～17時 
※日・祝を除く

仕　事▶ ベッドメイク、客室・バスルーム清掃、 
アメニティセット

時　間▶ 8:00～12:00（実働4h） 
10:00～15:00（実働4.5h） 
12:00～16:00（実働4h）

勤　務▶週2～5日 ※シフト制
給　与▶時給1,100円

期　間▶ 雇用の定めなし ※65歳以上は1年更新
待　遇▶ 交通費規定支給、受動喫煙対策有 

車通勤可、駐車場有

仕　事▶日常清掃（床・トイレ掃除等）
時　間▶ ①8:00～12:00（実働4h） 

②17:00～20:00（実働3h）
給　与▶①時給920円 ②時給1,000円

◆新千歳空港/空港内ホテル ◆新千歳空港/国際線ターミナルラウンジ

◆共通項目

まずはお電話の上、面接の際に写真付履歴書をお持ちください。

0123-22-1171

スタッフ増員募集中 新千歳空港内での
お仕事です♪

千歳市美々新千歳空港内 ターミナル アネックスビル2F
■総合施設管理 日興美装工業㈱

千歳
支店

千歳 ア パ 清掃


