
2023年2月17日（金） ちゃんと7

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

web

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

期　間▶ 雇用期間の定めなし
仕　事▶ 店内業務及び、野菜のピッキング、食肉加工補助 

（パック詰め、品出しなど）
資　格▶ 未経験者歓迎、PC入力可能な方
給　与▶時給950円～
時　間▶  10:00～16:00の間で4～5h 

※シフト制　※残業なし
勤　務▶ 週2～5日　※応相談 

（水・日・祝はお休みです。）
待　遇▶ 労災保険、エプロン貸与、車通勤可、店内禁煙

まずはお気軽にお電話ください。

0123-29-3989

 

千歳市日の出3丁目16-30モトゴロウ株式
会社

 

千歳 パ 店内業務

千歳市錦町
2丁目10-3ビジネスホテル ホーリン

担当/
さいとう0123-23-1166

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください。詳細は面談にて。

期　間▶長期
仕　事▶ルームメイク（客室の清掃・準備）
資　格▶ 年齢不問、未経験者歓迎、土日祝も勤務できる方歓迎
給　与▶ 時給950円～ ※試用期間有
時　間▶10:00～14:00 ※稼働状況による ※残業なし
勤　務▶週2～5日程度
待　遇▶ 交通費規定支給、皆勤手当（当社規定により支給） 

年2回特別手当支給、喫煙スペース有

小さいお子さんがいても
働きやすい時間帯です

千歳 ア パ ルームメイク

★年齢不問
★扶養内OK

時給
～
円950 期　間▶雇用期間の定めなし

仕　事▶ インストラクション、事務 
作業、販促活動、POP作成等

給　与▶時給920 ～1,000円
時　間▶  9:30～17:00  

9:30～20:00の間で 
5～8h程度 ※応相談 ※残業なし

休　日▶月曜・祝日、日曜（隔週）
待　遇▶ 交通費規定支給、社保完備、正社員登用制度有、 

事前学習有、ビル内禁煙

パソコン教室スタッフ
20～40代の女性が活躍中! 未経験者歓迎!!

仕事をしながらPC
スキルが身につく！

〒066-0062 千歳市千代田町7丁目1789-3 千歳ステーションプラザ2Ｆ

株式会社YES
ビジネス学院

お電話のうえ、写真付履歴書をお持ちいただくかご郵送ください。

011-894-2682
または千歳校 0123-29-3570

担当/須藤

千歳 パ パソコン教室スタッフ

募集

千歳市釜加135番地（勤務先）

22-5371 担当/松谷

坂本造園株式会社

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

期　間▶ 3月～6月
仕　事▶ハウス内で花苗手入れ・出荷作業 
資　格▶車通勤出来る方
時　間▶ 8:00～17:00 

※休憩1h、残業なし 
※9:00～16:00など勤務時間相談OK

給　与▶ 時給950円～（勤務時間による）
勤　務▶週2日～　※応相談
待　遇▶交通費規定支給、喫煙スペース有

千歳 期 ア パ 花苗生産・作業スタッフ
募
集花苗生産 作業スタッフ＆

日本クリエイトシステム(株)
〒064-0924 札幌市中央区南24条西7丁目2-7

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ パチンコ店の閉店後の清掃業務 

（清掃、台拭き、トイレ清掃など）
給　与▶日給1,800円
時　間▶ 23:00～24:00　 

※休憩、残業なし
休　日▶週休制（日数はご相談ください。）
勤務先▶千歳市青葉3丁目14-25

0120-507-510
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

担当/採用係
【受付時間/平日 9～17時】

休み希望
応相談

空いた
時間を
有効活用

未経験者
歓迎♪

Wワーク
も応援!!

★1hだけの勤務
★車通勤可!!

千歳 パ 清掃スタッフ

面接は現地で
行います

給　与▶ 正/月給171,000～211,500円 
パ/時給1,020～1,267円

資　格▶保育士資格

給　与▶ 正/月給180,000～220,500円 
パ/時給1,120～1,367円

資　格▶看護師免許

期　間▶ 正/雇用期間の定めなし 
パ/半年毎の更新制　※原則更新

仕　事▶企業主導型保育園での保育、看護業務
時　間▶  正/7:30～18:00の間で8h(シフト制) 

  パ/1日4～6h 
※6h以上の勤務で休憩1h 
※正/残業月平均2h程度　パ/残業なし

勤　務▶ 正/週5～6日　※月160h 
パ/週2～4日程度　※時間・日数応相談

待　遇▶ 各種手当有、交通費実費支給、車通勤可（駐車場
有）、園内禁煙

千歳市勇舞 
4丁目 4-16

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-47-8538
えーるぴーす保育園 千歳

担当/大西

●看護師

●共通項目

●保育士

持ち帰り仕事・残業一切なし
企業主導型保育園 定員19名 
千歳 正 パ 保育士、看護師

千歳
  ■ お弁当・お惣菜の調理スタッフ

〒066-0037　北海道千歳市新富3-9-3

まずはお気軽にお電話ください。　質問等も受付中！

0120-930-715●受付/月～土8:30～17:15

期　間▶ 1年毎の更新制
仕　事▶ お弁当・お惣菜の調理（レシピ有）・盛付・包

装・陳列等。担当に分かれてお惣菜・お弁当
を作ります。レジ業務はなし！接客もほと
んどありません。朝は全員で荷卸しからス
タート！午後は翌日分の仕込みや洗い物
等です。

給　与▶ 時給920円
時　間▶ ①7:30～12:30　②13:00～18:00 

③17:00～20:00　※残業なし
勤　務▶週4日～勤務OK　★勤務日数は応相談
待　遇▶ 交通費規定内支給、車通勤可、制服貸与、雇

用保険有、誕生日にささやかなプレゼント
有（勤続1年以上）、屋内禁煙

株式
会社むすんでひらいて サツドラ

千歳店 惣菜部

担当/採用担当

年齢・経験
 不 問 !!
レジなし簡単作業♪
週４日勤務OK!

初心者さん
大歓迎♪

できたてお弁当・お惣菜の製造販売

パ お弁当・お惣菜の調理スタッフ

その他

期　間▶4月24日～10月22日　※応相談
仕　事▶ ①接客、料理提供、下げ膳、レジ、食器洗浄

② オーダー対応、テーブル拭き、簡単な 
調理作業

時　間▶ 8:00～17:45 
※実働6～8h、休憩1hシフト制 
　（短時間勤務も応相談） 
※9月、10月は残業の場合有

勤　務▶週2～5日　※応相談

期　間▶4月1日～10月31日もしくは11月30日
仕　事▶ 施設内の清掃、保全、庭園・農園の 

植物栽培管理、他
時　間▶ 8:00～16:30　 

※実働7h、休憩1.5h　 
※シフト制　応相談　 
※繁忙期は残業の場合有

勤　務▶週2～6日　※応相談 

夕張郡由仁町
伏見134 

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-82-2001
東武緑地株式会社 ゆにガーデン 

受付/9～17時
担当/水口、今野

《共通項目》
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給920～1,000円
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制

服貸与、食事補助有、有給休暇有、受動喫煙
対策有 

パ レストランサービス、カフェ業務、庭園管理

札幌市豊平区月寒中央通7丁目6-20 ＪＡ月寒中央ビル2F

詳細はコチラ

株式会社 TCS international
011-857-9570担当/原田

お問い合わせだけでもOK!まずはお気軽にお電話ください。

★ 他にも千歳・恵庭に現場多数あり! 
詳細は当社HPでご確認ください

ヨツバメイツ

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 軽度障がい者グループホームでの、入居者様

の見守り、生活援助や食事の提供等
資　格▶ 年齢・学歴不問、普通自動車免許あれば尚可
給　与▶ 正/月額170,000～300,000円 

パ/時給920円 ※試用期間3ヶ月（同条件）

時　間▶9:00～18:00 ※休憩1h、残業なし
休　日▶ シフトによる週休二日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、正のみ賞与有、

施設内禁煙（屋外に喫煙所有）
勤務先▶ ヨツバメイツ恵庭 

（中島町、恵み野に4施設）

恵庭 正 パ 世話人

ヨツバメイツ恵庭
スタッフ増員募集

管理業務
スタッフ募集！

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

担当/
スズキ 0123-22-1090

正
社
員

応募履歴書と職務履歴書を送付ください。 
HPからも応募できます。

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 千歳・恵庭市内や胆振・日高エリアの現場管

理及びスタッフの労務管理
資　格▶ 普通自動車免許、PC（word、excel）、 

44歳以下（省令3号のイ）
給　与▶ 月給175,000～200,000円  

※試用期間3ヶ月（同条件）
時　間▶9:00～18:00（36協定有） ※休憩1h
休　日▶土日祝（状況により休日出勤有）
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、賞与有、残業手

当、退職金制度、事務所内禁煙
勤務先▶ 千歳・苫小牧営業所 

(千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F)

千歳 正 管理業務スタッフ

期　間▶長期（1年毎の更新制）
仕　事▶新千歳空港内 日常清掃
時　間▶ ①【スーパーラウンジの清掃】 

　7:30～12:30、14:00～19:00の間で 
　2～3hからOK 
②【フードコート内の清掃】 
　14:00～20:30の間で2～3hからOK 
※残業なし ※いずれも応相談

給　与▶ 時給920円 
※試用期間/時給920円

休　日▶シフト制 ※応相談
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、 

交通費規定支給、喫煙スペース有
勤務先▶新千歳空港旅客ターミナル

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20 第12ふじやビル4F

22-5280 採用係応募

新千歳空港
清掃スタッフ
募集！

★ 現在空港にお勤め中の方など空き時間を利用しての勤務も可

WワークOK

千歳 パ 清掃

(株)東洋実業 恵庭営業所
恵庭市黄金中央1丁目13-11  クレール黄金1F

応募はコチラ 33-8225［担当］採用係

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶施設警備業務(実際の業務は3h程度の巡回です)
時　間▶ 開庁日/17:30～翌8:45(夜勤) 

閉庁日/8:45～翌8:45(24勤務) 
※残業なし

給　与▶ 時給635円（適用除外許可施設のため） 
※22時以降深夜割増有 
※賃金は拘束時間対象(断続的労働) 
月収例/（夜勤14日×15.25h）+（24勤務4日
×24h）×635円＋深夜割増=216,570円

休　日▶シフト制
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、研修有、 

受動喫煙対策有
勤務先▶ さけます・内水面水産試験場/ 

恵庭市北柏木町3丁目373番地

恵庭 契 施設警備員

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 貴金属・宝飾品、時計の販売。 

貴金属の地金下取り業務、商品管理、レジ業務等。
資　格▶ 高卒以上、35歳以下（若年層キャリア形成の為）
給　与▶月190,000円 試用期間(原則3ヶ月)/時給920円
時　間▶ 10:00～19:00　実働7.5h 

※シフト制　※休憩1.5h、残業月平均2h
休　日▶月7～8日　シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費全額支給、駐車場代会社負担、

屋内禁煙、昇給有、有給休暇、アニバーサリー休暇
勤務先▶ PePe Oar. 恵み野店 

恵庭市恵み野里美2丁目/フレスポ恵み野内
写真付き履歴書を 
郵送ください。

〒003-0803 
札幌市白石区菊水3条3丁目1-28

011-823-2110株式会社  ほしの

恵庭 正 販売

販売ノルマ
なし

未経験者
大歓迎

正社員募集

◆パート
給　与▶時給950円（試用期間3ヶ月/時給930円）
勤　務▶週3～4日　※応相談

〒066-0076　千歳市あずさ3丁目12-4
ブレインスポーツマネジメント（株）

0123-25-6630 受付/9～17時お問合せ

《応募》まずはお気軽にお電話ください。 担当/横山

→音声ガイダンスに従い、「7」を押してください。

【共通項目】
期　間▶4/1～長期　（2週間位前から事前研修予定）
仕　事▶カフェでの接客、調理など
時　間▶ 10:00～22:00の間で 

正/実働8h　シフト制　※休憩1h、残業なし 
パ/実働4～8h　シフト制　 
※6h以上勤務で休憩1h、残業なし

待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、
施設内全面禁煙

勤務先▶ 千歳市北陽7丁目3-4ブレインボールパーク内 
(千歳市防災学習交流センター「そなえーる」向い)

◆正社員
給　与▶ 月200,000～220,000円 

（試用期間3ヶ月/月200,000円）
休　日▶月6～7日

ブレインボールパーク 
敷地内にカフェが 
オープンします

「4月1日open予定」
千歳 正 パ カフェスタッフ

千歳

電話またはHPから
ご応募ください！

期　間▶ 令和5年4月1日頃～11月末頃まで 
※勤務開始日はご相談に応じます。

休　日▶ 週3～4日休み
給　与▶ 時給920円
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場

有）、隣接のスーパー銭湯の入浴無料、 
受動喫煙対策有

勤務先▶ ちとせインターゴルフクラブ 
（千歳市真々地3丁目1-1）

山三ふじやグループ　吉田

CHITOSE INTER GOLF CLUB

https://www.e-fujiya.com0123-23-0893 山三ふじやグループ　
千歳市末広1丁目4-8

アルバイト募集
❶コース管理（アルバイト）
時　間▶ 5:30～10:30、6:00～11:00
❷レストランホールスタッフ（アルバイト）
時　間▶ 11:00～15:00 ●千歳乃湯えん受付スタッフ（通年アルバイト）

期　間▶長期
時　間▶ 9:30～14:30、 

14:00～19:00、 
18:30～23:30

休　日▶ 週5日休み、月10日程度出勤
給　与▶ 時給920円
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可（無料駐

車場有）、隣接のスーパー銭湯の入
浴無料、受動喫煙対策有

勤務先▶ 千歳乃湯えん（千歳市真々地3丁目1-1）

ア コース管理、ホール、受付スタッフ

❶
❷
共
通
項
目

市街地から近くて通勤しやすい！

ちとせインターゴルフクラブ

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 利用者の日常生活における助言及び指導。

パン製造・販売・パンの配達、利用者の送迎。
資　格▶要普通免許、高卒以上、年齢不問
給　与▶時給920円～
時　間▶8:00～17:00　※就業時間、応相談
勤　務▶週3～5日　※土曜・日曜・祝日は休み
待　遇▶ 労災保険、交通実費支給（上限2,500円）車通

勤可、無料駐車場有、室内禁煙、喫煙ブース有
勤務先▶ 恵庭市牧場388番2 

障害福祉サービス 就労支援事業 恵庭

恵庭市牧場388番2
0123-32-8400社会福祉法人 恵正会 

就労支援事業所恵庭(B型)
担当
児玉

恵庭 パ 支援員

支援員募集


