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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

土地・建物
・不動産売買
土地・建物
・不動産売買
オフィス上森㈱
■北海道宅地建物取扱業協会会員　■宅地建物取扱業 北海道知事免許 石狩（3）第7902号

恵庭市
黄金北4丁目6-1

TEL（0123）33-6908

のことならのことなら

検索オフィス上森

仕　事▶ 重機オペレーター
資　格▶ 一般土木工事等の経験がある

方、ユンボ経験年数8年以上
給　与▶ 月給330,000円～

街道建設株式会社 〒061-1405
恵庭市戸磯76番地16

まずはお気軽にお電話ください。
（本社）0123-33-8100

（24時間）090-8638-5842応募

期　間▶ 雇用期間の定めなし
時　間▶ 8:00～17:00　※残業なし
休　日▶ 日曜日・悪天候時、GW・お盆・

正月（当社規定による）
待　遇▶ 諸手当有、社保有、退職金制度

有、経験・年齢により給与等考
慮有、受動喫煙対策有

仕　事▶ 土木作業員
資　格▶ 要普免
給　与▶ 月給220,000円～

共通項目

恵庭 正 重機オペレーター、土木作業員

仕　事▶ ゴルフコースの芝刈り、メンテナンス等
資　格▶経験・年齢・学歴不問、要普通免許
給　与▶時給1,200円
時　間▶ 5:30～15:00、5:30～8:00 

※シフト制、月171h 
※休憩1.5h　※残業/月20h程度

勤　務▶週6日
勤務先▶ 札幌ゴルフ倶楽部 由仁コース 

札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース

仕　事▶コース内の軽作業
給　与▶時給1,000円
時　間▶ 5:30～12:00の間で5h 

（月/80h以内） ※残業なし
勤　務▶週3～5日　※応相談 
勤務先▶ 札幌ゴルフ倶楽部 由仁コース 

札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース

《共通項目》
期　間▶4/1～11/30
待　遇▶ 各社保完備、作業服貸与、交通費規定支給、

車通勤可、無料駐車場有、受動喫煙対策有

札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース 北広島市輪厚77

【担当】阿部

由仁コース 夕張郡由仁町光栄588番地
【担当】伊部

コース管理・清掃

スタッフ募集!!

年齢･学歴不問！ シニアも歓迎♪

未経験者でもOK!

❶コース管理スタッフ/期間

❷軽作業/アルバイト

❸ポーター、清掃/期間・アルバイト

応募 ①、②はご希望の勤務先へお電話ください。
③は由仁コース【担当】伊部までお電話ください。

080-7857-2561

080-1973-7344
090-7640-8639【担当】村口

北広島・その他 期 コース管理、ポーター、清掃ア 軽作業、ポーター、清掃

仕　事▶ クラブハウス内でのⓐポーター　ⓑ清掃
給　与▶時給930円～
時　間▶6:30～5h程度　※要相談　※残業なし
勤　務▶週3～6日
勤務先▶札幌ゴルフ倶楽部 由仁コース

輪厚コース

由仁コース

由仁コース

①
②
①
②

③

清掃スタッフ募集
千歳 臨 清掃

〒066-0281 千歳市支笏湖温泉 支笏湖ビジターセンター内

まずはお気軽にお電話ください。

25-2453
自然公園財団支笏湖支部一般

財団法人

受付/10:00～15:30
担当/木林・佐々木

期　間▶ 令和5年4月1日～令和6年3月31日 
※翌年も更新の可能性有

仕　事▶ 公衆トイレの清掃、芝生等の管理、 
ごみ収集、付帯施設の修繕等

資　格▶年齢・経験不問、要普通自動車免許（AT限定不可）
給　与▶ 夏期（4～11月）/月154,000円 

冬期（12～3月）/月42,000円
時　間▶ 夏期/8:30～17:30　冬期/9:00～16:00
勤　務▶ 夏期/月20日　冬期/12～3月の間で28日 

※休憩1h ※イベント開催時は残業の場合有
待　遇▶社保完備、交通費規定支給

千歳
調理センターは、

50～60代がメインで活躍中!!
シニアの方歓迎

期　間▶ 雇用期間の定めなし
仕　事▶弁当製造、調理補助
給　与▶ ［パート］時給950円～ 

［フルタイム］月給170,000円～
時　間▶ ［パート］①5:00～11:00 ②5:00～13:00 ※選択可 

［フルタイム］5:00～13:00 
※休憩1ｈ、残業なし

資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇
休　日▶ シフト制、土日祝休み応相談 

★休み希望は100%可！
待　遇▶ 各社保完備、交通費全額支給、制服貸与、受動喫煙対策有
勤務先▶千歳市青葉/調理センター 

スタッフ同士の雰囲気が良く

働きやすい職場です♪

北の味覚
千歳市美々 新千歳空港ターミナルビル2F 46-2215

まずはお気軽にお電話ください。
【受付/11～20時】

担当/鈴木

扶養内
勤務も可!!

パ 弁当製造・調理補助

千歳 パ 清掃

千歳市新富1丁目7-5
 平和ビル1F

22-7400まずはお電話ください

期　間▶雇用期間の定めなし
勤務先▶千歳市新富3丁目
仕　事▶ 施設内の清掃・トイレ掃除 

（備品補充）、外回りのごみ拾い等
資　格▶自力通勤可能な方
時　間▶ 7:00～11:00の間で2h ※残業なし 

※例/9:00～11:00等、時間応相談
給　与▶時給920円
勤　務▶月～金の間で応相談 
休　日▶土日祝、年末年始
待　遇▶制服貸与、交通費規定支給、敷地内禁煙

入社祝い金1万円　※3ヶ月勤務後支給

清掃スタッフ募集
急募

時間 
応相談！

Wワーク
シニアOK!!

(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▶1年毎の更新 ※原則更新
仕　事▶ ・受注業務（電話・FAXで受注した内容をPCへ入力） 

・来客対応（商品を引取するお客様の対応やご案内） 
・配送伝票（指示通りに伝票を整理しドライバーへ渡す）

資　格▶ PC（Word・Excel）の基本操作ができる方
給　与▶時給937円～
時　間▶ ①8:00～12:00 ②9:00～14:00 

③9:00～15:00 ※①～③選択制、応相談　 
※②③は昼休憩1h ※残業なし

休　日▶ 土曜(1～3月/毎週、4～12月/隔週以上)、 
日曜、祝日他 ※年間108日

待　遇▶ 雇用保険、交通費規定支給、車通勤可、駐車場有、 
有給休暇、制服貸与、敷地内禁煙（喫煙場所有）

恵庭市戸磯596-6

まずはお気軽にお電話ください。

㈱よねざわ工業
32-2221【受付/8～17時】担当/山下

http://www.yonezawa-k.co.jp/

受付事務
スタッフ募集

まちの美観づくりに貢献する、
「ブロック」を製造・販売する会社です。

営業部門のサポートをお願いします！
主に企業のお客様とやりとりします。
未経験でも十分なサポートをします！

恵庭 契 受付事務

期　間▶ 3月中旬～10月下旬
仕　事▶ 種芋切り、種蒔き、田植え作業、 

収穫等の農作業全般
給　与▶ 時給1,000円 (交通費込み)
時　間▶ 8:00～17:00 

※休憩 お昼/1h、午前と午後に各10分程度 
※ 残業なし、天候などの状況により早上が
りの可能性有

勤　務▶週1日～　※応相談、 日曜定休 
待　遇▶ 休憩室有、各個人ロッカー有、 

受動喫煙対策有

一年を通して様々な
農作業ができます

恵庭市上山口300番地080-1872-1389
藤 野 農 園まずはお気軽にお電話ください。

恵庭 期 農作業

20代～70代の方が働いています! 

正社員
3名募集!!

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 製造・鉄筋加工・補修 等
資　格▶要普免、未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶ 月給184,500～222,000円 

+別途時間外手当有（月平均20h程度）
時　間▶ 8:00～17:30 

（休憩1.5h・実働8h）
入社日▶応相談、即日可
休　日▶土日祝、年末年始、GW、お盆休み
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、

賞与年2回、昇給、有給休暇、精勤手当（1
万円）、試用期間3ヶ月有、喫煙ブース有

勇払郡安平町追分弥生286-1 JR千歳駅より車で約30分

共和コンクリート工業㈱追分工場

まずはお気軽にお電話ください。 【受付/9:00～17:30】

0145-25-2501

千歳・恵庭方面から通勤している方も多数います!

見学
OK！

その他 正 製造スタッフ

学生やフリーターのWワーク先に人気♪

千歳市栄町6丁目51 イオン千歳店1F
ミスタードーナツ千歳ショップ

期　間▶1年以上の長期
仕　事▶ ⓐレジでの接客や販売、清掃業務 

ⓑドーナツ製造
資　格▶未経験者歓迎、学生可
給　与▶時給920円～ ※22時以降/時給1,150円～
時　間▶ ①キッチン/8:00～21:00 

②セールス/9:00～21:00 
③ナイトセールス/21:00～24:00(高校生不可) 
※上記時間の中で実働3h程度 
※細かいシフト希望もOKです！

勤　務▶週2日以上（フリーシフト制）
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、無料駐車場有（21時以

降の勤務のみ）、制服貸与、社員割引有

ミスタードーナツ千歳ショップ

スタッフ募集!

0123-23-1157【受付/9～20時】【担当/中村】

まずはお電話のうえ、
写真付履歴書を持って面接にお越しください。

千歳 ア パ 店内業務

WワークOK！ フリーシフトで働きやすい!

千歳市勇舞8丁目1-1おたからや ちとせモール店

期　間▶長期
仕　事▶ 接客対応、事務作業
給　与▶時給1,000円
時　間▶ 10:00～19:00（実働7.5h）
　　　　※休憩1.5h、残業なし
勤　務▶週1～4日　※日数・時間応相談
待　遇▶ 施設内に喫煙スペース有、業績によりミニ

ボーナス有、服装・髪型自由、ノルマなし
担当/田中080-7067-5455応募

未経験者 
歓迎!!

全員面接 
いたします★

ショッピングセンター内でのお仕事☆

お休み希望が叶いやすい♪お休み希望が叶いやすい♪
モクモク作業 お好きな方歓迎★

千歳 パ 店内業務

まずはお電話のうえ、写真付履歴書を郵送ください。

0123-40-6175 担当/総務 村上 

【アルバイト】1名
期　間▶即日～1年毎の更新　※正社員登用有
仕　事▶農場での軽作業
資　格▶要普通免許、Wワーク不可、メイク不可
給　与▶時給1,000円
時　間▶ 7:30～16:00の間で4h以上(応相談) 

※お昼をまたぐ場合は1.5h休憩
勤　務▶週5日　※シフト制
勤務先▶ 千歳市駒里2297番地（第1農場）
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、全面禁煙、喫煙ブース有

千歳 ア 農場管理

〒066-0011 千歳市駒里2297
おおやファーム株式会社

まずは、お気軽にお電話ください。

札幌市中央区南一条西1-13-1 マナー白鳥504
シダックス大新東ヒューマンサービス㈱

担当/清水011-242-1668

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶ 子どもたちに学びや体験・異年齢や世代間の交流

活動などの実施を通して、子どもたちの心身の健
全な成長を促します。

給　与▶月給130,000円
資　格▶ 【以下の資格保持者優遇】保育士、幼稚園教諭、教員

免許（小・中・高）または児童館勤務経験者
時　間▶12:50～18:05　※休憩なし、残業なし
休　日▶シフト制　※応相談　※週5日程度の勤務
待　遇▶ 各種社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

有給休暇、施設内禁煙
勤務先▶恵庭市生涯学習施設 かしわのもり

期　間▶6ヶ月毎の更新
仕　事▶ 児童の育成支援、外・内遊び、集団遊び、学習などを

通して子どもたちに色々な経験をさせてあげるお
仕事です。

給　与▶時給1,050円
資　格▶保育士、幼稚園教諭または放課後児童支援員
時　間▶ ①放課後～18:40　②7:55～12:55 

③12:55～18:40 
※休憩なし、残業なし

休　日▶日曜日、祝日、年末年始　※週3日程度の勤務
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可、有給休暇、施設内禁煙
勤務先▶恵庭市黄金ふれあいセンター

～恵庭市 子どもひろば 常勤職員募集☆～ ～恵庭市 学童クラブ支援員（補助員）募集☆～

かしわのもり・黄金ふれあいセンタースタッフ募集!!
恵庭 契 常勤職員ア パ 児童クラブ支援員

期　間▶ ①雇用期間の定めなし 
②1年毎の更新制

仕　事▶ 6ヶ月から就学前児の保育業務
給　与▶ ①大卒/月給182,000円　 

　専修/月給176,000円 
②月給175,000円

時　間▶ 7:00～19:00 ※実働8h、シフト制 
※休憩1h、残業なし

休　日▶ 隔週土曜日、日・祝
待　遇▶ 各社保完備、車通勤可、敷地内禁煙

期　間▶ 1年毎の更新制
仕　事▶ 保育業務のサポート
給　与▶ 時給980～1,000円
時　間▶ 7:00～12:30、12:30～19:00 

※実働5h、残業なし
休　日▶ 土・日・祝
待　遇▶ 雇用・労災保険、車通勤可、 

敷地内禁煙

資　格▶ 保育士もしくは幼稚園教諭免許、未経験者歓迎、経験者優遇、要普通免許

①正職員 ②臨時職員 ③パート

保育教諭 募集!

千歳市新富1丁目1番41号
〒066-0037

0123-22-5983
北斗認定こども園社会福祉法人

千歳洋翔会

正職員
臨時職員
パート

まずはお気軽にお電話ください。 
その後、写真付き履歴書を郵送ください。

共通項目
未経験者歓迎!

千歳 正 臨 パ 保育教諭


