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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】

岩見沢市岡山町129-26

まずはお気軽にお電話ください。面接は現地で行います。
受付時間/8:30～18:00

株式会社 サン研ライフサービス
0120-537-917 担当/川崎

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 浴場・館内清掃
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給920円～
時　間▶ 7:00～11:00　※残業なし　
休　日▶ シフト制　※応相談
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、 

車通勤可、有給休暇、施設内分煙
勤務先▶ 恵庭温泉 ラ・フォーレ(恵庭市恵南4-1)

清掃スタッフ募集
恵庭 パ 清掃

年齢幅広く
活躍中!!

期　間▶即日～1年更新
時　間▶ ①12:00～17:00　②22:00～翌2:00
給　与▶ 時給920円　 

※22時～翌5時/時給1,150円
勤　務▶週2日～　※応相談
待　遇▶ 雇用保険有（勤務時間による）、制服貸与、 

車通勤可、マスク支給

恵庭市黄金北1丁目12-6恵庭黄金北店

0123-34-5529応募 担当/小川

バイトデビューも大歓迎★
★休日希望伺います!
★ 自動釣銭機のため、 
初心者でもカンタンに使えます♪

経験は問いません♪扶養内・学生歓迎！

お待ちしています！

恵庭 ア パ 店内業務全般

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♬

期　間▶ 3ヶ月毎の更新制（勤務態度、能力による）
仕　事▶ 利用者の見守り、お掃除、簡単な食事の準備
資　格▶ 学歴・経験不問、64歳以下（定年雇い止めの為）
給　与▶ 時給950～980円
時　間▶ 10:00～22:00の間で4～5h ※残業なし
勤　務▶ 週3～5日
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、 

屋内禁煙、試用期間有
勤務先▶ 千歳市長都駅前/優友ハウス1  

千歳市富士/優友ハウス2  
千歳市栄町/優友ハウス3

千歳市信濃1丁目13-1

まずはお気軽にお電話ください。

080-3230-7461
【受付/10～15時】 担当/結城

http://www.ecofactory-fourl.com/

グループホームスタッフ募集！
千歳 パ 生活支援員

㈱119INTERNATIONAL 共同生活援助 優友ハウス

期　間▶1年毎の更新または長期
仕　事▶直売所にて、接客販売、簡単な揚げ物等
時　間▶  8:30～17:30の間で、4～6h（シフト制） 

※状況によっては残業の可能性有
給　与▶ 時給920円～
勤　務▶ 土日含む週3～4日 

★土日のみ（6h）の勤務も大歓迎！
待　遇▶ 社保完備（勤務時間による）、交通費規定支

給、制服貸与、昇給有、社員割引有、店内禁煙
勤務先▶とうふ家豆てっぽう/恵庭市戸磯201-18

恵庭

㈱やまぐち食品 恵庭市戸磯201-18 
（恵庭テクノパーク内）

33-5015 【受付/8:30～17:30】

まずはお気軽にお電話ください。

パ 直売所スタッフ
・日数・時間応相談・働きやすい時間帯

石田花園 恵庭市中央206
0123-33-2696

まずはお気軽にお電話ください。　担当/石田

期　間▶ 3月～6月中旬頃まで 
※延長の場合有

仕　事▶ ハウスの中で花苗・野菜苗を 
植え込みし出荷する作業

資　格▶公共交通機関が無い為、車通勤出来る方歓迎
時　間▶ 8:30～17:00の間で実働3h～ 

例/8:30～17:00、 
　 8:30～15:00、9:00～12:00

給　与▶ 時給920円～
勤　務▶週3日～応相談 ※平日のみ可
休　日▶週1日～　※応相談
待　遇▶労災保険、受動喫煙対策有

 初めての方歓迎！！
恵庭 パ 花苗生産スタッフ

期　間▶6ヶ月更新
仕　事▶体験、受付、動物の世話
資　格▶未経験者歓迎
時　間▶9:00～16:00
給　与▶時給950円～
勤　務▶週2～3日程度～
待　遇▶ 交通費規定支給（上限5,000円まで）、 

制服支給、受動喫煙対策有 むらかみ牧場 〒061-1405
恵庭市戸磯156番地

期　間▶6ヶ月更新
仕　事▶乳牛管理、仔牛の世話
資　格▶ 未経験者歓迎
時　間▶ ①5:00～9:00 ②16:00～19:30 ※①②選択可
給　与▶時給960円～
勤　務▶週3日程度～
待　遇▶ 早朝手当、交通費規定支給（上限5,000円まで）、 

受動喫煙対策有

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶牧場と観光牧場を両方します
資　格▶要普通免許、未経験歓迎
時　間▶5:00～19:30の間で8h
給　与▶基本給:月180,000円、住宅手当5,000円
休　日▶週1.5休
待　遇▶ 雇用保険、労災保険、精勤手当、交通費規定支給（上

限5,000円まで）、制服貸与、受動喫煙対策有

担当/村上090-3775-7803
電話連絡の上、写真付履歴書をご持参ください。
まずは、お気軽にお電話ください。

牧場で働こう!! 牧場で一緒に働くスタッフを募集!!

観光牧場スタッフ

正社員

ア パ 牧場スタッフ恵庭 正 ア パ 乳牛管理、動物の世話、受付

全日本食品㈱北海道支社 恵庭市戸磯47-9

◆ 青果・水産・精肉のパック品仕分け作業
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶  ①青果・水産・精肉のパック品仕分け作業 

② チルドルーム内での生鮮品、主にパック品の仕分け作業
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶ 時給920円　※昇給有
時　間▶ 11:30～19:00の間で4～5h　※応相談
休　日▶土曜日、シフト制
待　遇▶ 雇用保険、交通費規定支給、車通勤可、 

賞与年2回、昇給有、有給休暇、構内全面禁煙

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

34-3715応 募 担当/岩岸
【受付】9～17時

未経験者 
歓迎

恵庭 パ パック品の仕分けスタッフ

事業拡大につき、
スタッフ
大募集
そのほかのお仕事
お気軽に 

ご相談ください

27-3750

仕　事▶千歳市内コミュニティセンターの職員(管理人)
資　格▶ 千歳市内に居住し町内会に加入している方、簡単なパソコン操作が出来る方、 

普通自動車免許を有する方
給　与▶月額101,840円
時　間▶ 8:30～12:50、12:45～17:05、17:00～21:20 ※3交替シフト制 ※残業なし
休　日▶ 月曜、年末年始
期　間▶ 令和5年4月1日～令和6年3月31日
　　　　※年度毎の1年契約制、満67歳到達年度末まで更新可能、70歳まで延長制度も有
待　遇▶ 制服貸与、車通勤可、交通費実費支給（月額/上限10,000円）、有給休暇、 

試用期間2ヶ月有、各社保完備、屋内禁煙
応　募▶ 2月24日までに求職申込書を「ハローワーク千歳」へ提出し、交付された紹介状と職員

採用試験申込書及び自筆の履歴書（市町連指定）をご持参ください。
〈応募書類 〉
  申込用紙及び履歴書は千歳市町内会連合会事務局及び、 
各コミュニティセンターでお受け取りください。
〈受付窓口〉
千歳市町内会連合会事務局 
(千歳市東雲町1丁目10番地 東雲会館1階)

千歳市東雲町1丁目10番地  
東雲会館1階

千歳市町内会連合会
■お問い合わせ担当事務局

コミュニティセンター 
職員募集中です!!

千歳 パ 管理人

美容を極めながら旅行気分を味わえる職場です
期　間▶雇用期間の定めなし
時　間▶ 10:00～20:00 ※休憩1h、残業月22h程度
休　日▶ シフト制 ※年間休日105日  

★年間3回まで4連休取得可
待　遇▶ 社保完備、交通費支給(月1万円迄）、車通勤可、賞与有、正

社員は勤続1年以上で海外研修有、脱毛無料、店内禁煙
勤務先▶ SELF BEAUTY GRACIA 千歳店 

（千歳市東郊2丁目7）ホクレンショップ東郊店内

資　格▶ エステサロンでの店長経験者
給　与▶ 月給290,018円(基本給250,000円 

※固定残業22h/40,018円含む） 
※試用期間3ヶ月/時給1,500円

給　与▶ 月給214,397円以上（基本給185,000円 
※固定残業22h/29,397円含む）  
※試用期間3ヶ月/時給1,050円  
★年4回昇給査定有

◆ 国内・海外の展示会出展で出張あり
◆ マシン導入指導で全国に出張あり

岐阜県岐阜市栄新町2丁目30番地

0120-168-618応募
合同会社グラム

まずはお気軽にお電話ください。面接は店舗で行います。

店長候補エリア統括職
旅好きスタッフが集まる会社!!

ホクレンショップ東郊店内の

美容機器ディーラー直営サロンだから

セルフエステ
　インストラクター 急募

千歳 正 エリア統括職、店長候補
東日本エリア統括インストラクター/正社員

店長候補/正社員

共通項目

恵庭

090-9084-1030
0123-29-7282

担当
仲村健心サポート共同生活

援助事業

あなたの力を必要としています！

恵庭市黄金北4丁目2-25 ◆共同生活支援事業所番号/0121200513　◆短期入所事業所番号/0111200580

★無資格OK！　★ チャレンジ精神旺盛な方歓迎！
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 主に、利用者様の食事作り、買い物への付き添い
資　格▶ 未経験者歓迎、無資格者OK、初任者研修修了者も

しくは実務者研修修了者、介護福祉士資格保持者 
歓迎、要普通免許

給　与▶ 無資格/時給930円 
初任者研修修了者もしくは、 
実務者研修修了者/時給950円 
介護福祉士/時給1,000円　 
※試用期間中は時給930円

◆ 世話人（生活支援員）

ア パ 世話人（生活支援員）

時　間▶ ①平日/6:00～11:00　土日/11:00～14:00 
②16:00～20:00　 
③16:00～22:00　※残業なし

休　日▶ シフト制　※週1日程度の勤務も可
勤務先▶ 恵庭市黄金北4丁目2-25　（共同生活援助事業所）
待　遇▶ 各社保完備（試用期間終了後加入）、交通費規定支給、

車通勤可、無料P有、制服貸与、処遇改善手当支給（委
細面談）、屋内禁煙、資格取得支援制度有（規定有）

千歳 正 ア パ ホール、キッチン

◆ パート 
アルバイト

期　間▶長期
仕　事▶ ①ホール/ご案内、サイドメニューの配膳、片付け 

②キッチン/軍艦や巻物、サイドメニューの調理
給　与▶一般/時給1,100円～ 高校生/時給1,050円～
時　間▶9:00～15:00、17:00～21:30 ※実働3h～
勤　務▶週1日～OK
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、昇給有、社員割引有、

社員登用有、受動喫煙対策有
採用担当係

まずはお電話ください｡面接日や勤務開始日は相談に応じます｡

0138-32-3905 【共通項目】
勤務先▶ 握り寿司 函太郎 新千歳空港国際線店 

新千歳空港国際線ターミナルビル3F 
函太郎 新千歳空港店 
新千歳空港国内線ターミナルビル3F

◆正社員

期　間▶ 長期 ※勤務開始日応相談 現在お勤め中の方もご
相談ください。

仕　事▶ 握り・接客・仕込み等、基本からスタートし、慣れて
きたら、ホールの管理、環境整備、バイト教育、商品
開発等、徐々にステップアップしていきます。

資　格▶未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶ 月給210,000～300,000円 

※経験・スキルを考慮し決定
時　間▶8:00～22:00の間で8h ※シフト制
休　日▶月9日（2月のみ8日） ※年間休日107日
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、交通費規定支給、昇給有、 

賞与年2回、まかない有、受動喫煙対策有

習熟度を増すごとにキャリアアップできる体制
安心の福利厚生・お休みも充実

バイトデビュー、未経験者歓迎
学生歓迎！高校生可　休み希望100%！

㈱エイチケイアール
https://www.hk-r.jp/【函太郎 新千歳空港店】

千歳市美々 新千歳空港国内線ターミナルビル3F

新千歳空港店

国際線、国内線  
２店舗で募集中！

3/1 握り寿司函太郎
国際線ターミナルビル３Fが

リニューアルOPEN!!

〈本社〉

期　間▶ 雇用期間の定めなし
仕　事▶ 大手企業レンタカーの受付業務
資　格▶ 未経験歓迎、経験者優遇、学生可、 

要普通免許
給　与▶ 時給1,150円
時　間▶ 8:00～20:00（実働8h）シフト制、 

応相談　※休憩1h、残業有

勤　務▶ 週3～5日
休　日▶ シフト制（4週8休）
待　遇▶ 社保完備（時間による）、有給休暇

制度、交通費規定支給、車通勤可、
制服貸与、送迎有、受動喫煙対策有

勤務先▶千歳市美々

札幌市厚別区厚別中央2条4丁目5-2ジブラルタ生命札幌ビル3F
011-804-3040 ツーリストエキスパーツ

受付/平日9～18時 担当/佐藤

人材派遣事業（派 13-010616）・紹介業

レンタカー受付業務募
集

未経験者は
丁寧に研修
します

千歳 派 受付業務

まずはお気軽にお問い合わせください。
株式
会社


