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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】

休みやシフト調整の 
ご希望伺います！

担当/三浦011-841-1431

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は恵庭市内の勤務先にて行います。

期　間▶採用から1年毎の更新
仕　事▶ 幼稚園・保育園の給食・おやつの調理、盛付、 

食器洗浄など
時　間▶ 8:30～16:00の間で6～7h 

※シフト制、休憩30分、残業なし
給　与▶時給920円～
休　日▶土・日・祝※月1回土曜出勤有
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、交通費規定支給、 

車通勤可、施設内禁煙
勤務先▶ 認定こども園さくら/恵庭市大町1丁目10-5

札幌市白石区東札幌
5条2丁目8-19ユニオン給食株式会社

時給
920円～ 

恵庭 ア パ 給食調理

（株）太平エンジニアリング
011-722-1155http://www.taihei-group.co.jp

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 商業施設内の巡回、受付他
資　格▶ 経験者優遇
給　与▶ 月給17～18万円
時　間▶ ①6:45～15:45 ②13:00～22:00 

※休憩1h、残業なし
休　日▶ 週2日
待　遇▶ 社保完備、制服貸与、交通費規定支給 

受動喫煙対策有
勤務先▶ ちとせモール（千歳市勇舞8丁目1-1）

〒060-0907 札幌市東区北7条東6丁目18-9

 写真付履歴書をご郵送ください。
書類選考の上、後日連絡致します。担当/畑中

千歳 正 建築設備保守管理及び警備員

まずはお気軽にお電話ください。

(株)エースランドリー
〒061-3244 石狩市新港南1丁目19-52

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶ 店舗でクリーニング品の集配業務を行い、工場へ

持ち帰るルート集配(札幌便、千歳・恵庭便の2種
類集配)のお仕事です。

資　格▶ 未経験者歓迎　※要普通免許
給　与▶ 時給1,100円　※研修期間50h/時給950円
時　間▶9:00～18:00（実働8h）※休憩1h、残業なし
休　日▶水曜（定休日）
待　遇▶ 雇用保険、労災保険、有給休暇制度、交通費規定支

給、制服貸与、車通勤可、受動喫煙対策有
勤務先▶ ぴよちゃんクリーニング　恵庭工場 

恵庭市戸磯345-13

［受付］9～18時 
［担当］佐藤・加藤 0120-022-040

1,100

 
OK!

恵庭 ア パ 集配業務

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶  公園の維持管理（樹木の剪定、草刈）、一般住宅の

外構・庭設計、施工等の業務、冬期は除雪等
資　格▶ 要普免、未経験者歓迎
給　与▶ 正社員/月給210,000円～ ※他、各種手当有 

　　　 ※試用期間有 
パート/時給1,300円～

時　間▶ 8:00～17:00 ※休憩2h、残業なし
休　日▶  日曜、祝日、GW、お盆他
待　遇▶  雇用、労災、建設国保加入、 

交通費規定支給、受動喫煙対策有

正社員募集!!

〒066-0023　千歳市寿1丁目6-3

【受付/9～17時】
担当/杉本24-9262

（有）道央グリンサービス

千歳 正 パ 公園の維持管理
未経験でも 
OK！

千歳市末広5丁目2-3ササキビル1F
★JR千歳駅から徒歩1分

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をご持参ください。

0123-27-5551 担当/竹中

千歳

仕　事▶ カット、カラー、シャンプー、 
スタイリング等の施術全般

報　酬▶完全歩合制

◆美容師

◆カラーリスト
仕　事▶ カラー塗布、シャンプー、 

仕上げまで。 
★カットが出来なくてもOK

給　与▶時給950円～または歩合制
資　格▶美容師資格
時　間▶9:00～17:30の間で3h以上 ※応相談
勤　務▶週1日～OK　　待　遇▶交通費規定支給

ブランク
OK

平日のみも
OK!!

子育て中の
方も歓迎

委 美容師 

共通
項目

働きやすい時間です♪

事務スタッフ
募集
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ パソコンでの入力作業、簡単な経理事務、 

来客・電話対応等
資　格▶ パソコン（Excel、Word）操作可能な方
給　与▶時給930円
時　間▶  9:00～15:00の間で応相談 ※残業なし
勤　務▶ 月～金 ※応相談
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、 

車通勤可、屋内禁煙

千歳市北栄2丁目22-2

応 募 0123-25-8720
株式会社ビルドアイ

不動産の

千歳 パ 事務
期　間▶1年毎更新制
仕　事▶ 恵庭市内（柏木町）の飲食店での清掃業務  

※直行直帰OK
勤　務▶週3～5日で希望をお聞きします。
資　格▶ 要普免
給　与▶ 平日/時給970円 

土日/時給1,000円
時　間▶ ①8:30～10:30 

②15:00～16:30 
※①②選択可

待　遇▶ 制服貸与、マイカー通勤可、労災加入、 
有給休暇有、受動喫煙対策有
 まずはお気軽にお電話ください。

〒066-0083　千歳市みどり台北1丁目4-8

採用担当0123-23-2607
【電話受付時間/8:30～17:30】

恵庭 パ 清掃

期　間▶ 3月27日頃から12日間位
仕　事▶ ジャージ等の品出し、 

組合せ作業（簡単な作業です）
給　与▶ 時給960円
時　間▶ 8:30～17:30（実働8h） 

※休憩（昼休み1h、午後15分有）
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

学生可、店舗内全面禁煙
履歴書不要。まずはお気軽にお電話ください。ご応募お待ちしております。

■ししゅう・プリント加工・マーク加工

有限会社 ホンママーク
〒061-1441　恵庭市住吉町3丁目11-28

33-2747 担当/本間
《受付/月～金9～17時》

恵庭 ア 品出し、組合せ

担当/納谷
受付/9:30～18:000123-24-0055

★その他、短時間のお仕事も有！お気軽にお問い合わせください。

千歳市柏台
1390-218番地ウィングサービス

期　間▶即日～翌3月　※更新の可能性有
仕　事▶スクールバス運転手（マイクロバス使用)
資　格▶大型二種免許、経験者優遇
給　与▶時給1,100円　※試用期間/時給950円
時　間▶ 登校時/6:30～9:00 

下校時/13:00～19:50 
※ 小・中学校の登下校による　※途中休憩有 
登校時1回、下校時4回程度

勤　務▶年間222日運行
休　日▶土日祝、他学校休日に準ずる
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

有給休暇有
勤務先▶千歳市内

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

スクールバス運転手
募集

千歳 期 スクールバス運転手
様々な年代の方が活躍しています♪

北日本環境開発株式会社
〒053-0022　苫小牧市表町3丁目1-12

0144-32-5939
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

◆食肉加工スタッフ
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 工場内での食肉加工 

◇家畜の処理 ◇枝肉入出庫業務
資　格▶ マイカー通勤の出来る方
給　与▶ 時給1,200円～ 

★月収例/190,000円以上（月22日勤務計算の場合）
時　間▶ 8:30～17:00(実働7.5h、土曜は5.5h勤務） 

残業/月0～30h程度※職種による
休　日▶ 日曜･祝日、土曜隔週休み ※その他会社指定日有
待　遇▶ 各種社会保険完備、交通費規定支給、 

制服貸与、敷地内に喫煙スペース有
勤務先▶ 安平町遠浅（千歳・恵庭からも通勤可能です。）

★未経験者歓迎！ 丁寧に指導します。
★日曜・祝日、土曜隔週休み

正社員募集!!
工場内作業員

安平 正 工場内作業員（食肉加工）

期　間▶１年毎の更新制
仕　事▶ 新千歳空港内の巡回、他業務
資　格▶ 普通(中型)免許、車通勤できる方
給　与▶ 月給160,000円～ ※深夜割増含む 

※資格手当有/10,000円迄
時　間▶ 日勤/7:30～16:30 ※休憩1h 

夜勤/16:30～翌7:30 ※休憩2.5h 
（シフト交替制、状況により残業の場合有）

休　日▶ 月7～9日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、制服貸与、 

正社員登用制度有、喫煙所有、資格取得制度有
勤務先▶新千歳空港内

空港施設
警備員 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

問合せだけでもOK、まずはお電話ください。

正社員 
登用有

千歳 契 空港施設警備員

放課後等デイサービス・
児童発達支援

期　間▶ 1年毎の更新制　※原則更新
仕　事▶ 生活能力向上のための指導、療育、送迎 

（社用車使用）
資　格▶ 保育士、児童指導員、教員免許、経験者優遇、 

要普通自動車運転免許
時　間▶ ①13:00～18:00 

②9:00～14:00または9:30～14:00（学校休業日） 
③9:00～18:00（学校休業日） 
※6h以上の勤務で休憩1h、残業なし

給　与▶ 時給1,000円
勤　務▶ 週3～4日で応相談　※日曜・祝日は定休、年末年始休み有
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給（上限20,000円まで）、

駐車場有、福利退職共済事業加入有（勤務3年目か
ら年末調整有）、さぽーとさっぽろ福利・共済制度有
【永年勤続慰労金（5年5,000円、10年10,000円、
15年15,000円、20年20,000円）・結婚祝金・出
産祝金・入学祝金・その他祝金有】、施設内禁煙

勤務先▶ 児童デイサービスエルフィン（北広島市輪厚） 
児童デイサービスみなみな（恵庭市泉町） 
児童デイサービスみどり台（千歳市みどり台）

特定非営利活動法人 フェアリー

▼HPはコチラ！

北広島市輪厚中央1丁目1番地18

011-376-3980
電話連絡の上、写真付履歴書をご持参ください。

千歳・恵庭・他 パ 児童デイサービススタッフ

シフトの融通が利きやすく、
スタッフの間の風通しの良さが
自慢です。

主婦や子育て中の
スタッフが多数在籍！

期　間▶半年毎の更新制
仕　事▶ 【お土産店】レジ、商品の陳列・品出し、 

  発送品の梱包、清掃等 
【飲食店】レジ、簡単な盛りつけ、洗い物、清掃等　 
※お土産店、飲食店の両方の勤務をお願いする場合有

時　間▶ 8:00～19:00の間で実働4h～　 
※シフトにより休憩有、残業月平均0～3h 
　例/8:00～12:00、12:00～16:00等、 
 勤務時間応相談

給　与▶一般/時給1,000円～ 　高校生/時給920円～
勤　務▶週3日～　※応相談
待　遇▶交通費規定支給、従業員割引有、残業手当支給、昇給有、店内禁煙
勤務先▶ 島の人 新千歳空港店、島の人 ゲートラウンジ店

札幌市北区北9条西3丁目19-1 ノルテプラザ 5F

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。 011-738-6000
0123-46-2103株式会社レブニーズ 担当/小林又は

札幌
本社

千歳 ア パ 店内業務

人と
話すこと
が好き

食品
が好き HP

こんな方に
おすすめ

はコチラ

千歳市新富3丁目2-2 恵庭市恵み野里美１丁目1-２
【担当】
日野

【担当】
吉川

0123-27-7111 0123-39-2100
㈱ホンダカーズ札幌中央 千歳店 ㈱ホンダカーズ札幌中央 恵庭店

千歳・恵庭 ア パ 洗車・美装アシスタント

・ 未経験者歓迎 
・ 車の知識不要 
・ 各社保完備
・ 社員割引有

長く働いてくださる方 
歓迎します！

期　間▶採用日～6/15迄、その後1年毎の更新 ※原則更新
仕　事▶ 納車前の車や展示車の洗車（門型洗車機使用）や美装業務。 

敷地内の車の移動をお願いすることがあります。
資　格▶ 要普通自動車免許（AT限定可)、未経験者可、 

シニア・主婦（夫）・フリーター可
時　間▶ 9:00～18:00 ※実働8h、休憩1h ※残業原則なし
給　与▶月給180,000円～
休　日▶ 火曜日、第2・3水曜日、他シフト制 ※年間休日106日 

※会社カレンダー有（年末年始・GW・夏季は連休有）
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、無料駐車場有、 

制服貸与、有給休暇
応　募▶ご希望の店舗へお電話ください。

札幌中央

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶歯科衛生士業務、その他院内業務
資　格▶経験者優遇、歯科衛生士免許
給　与▶ 正・準/月210,000 

～250,000円
時　間▶ 準/①8:40～18:10（実働8h） 

正/②9:00～19:00（実働8h） 
正/③9:30～19:30（実働8h） 
正・準/土曜日8:40～13:00または 
13:30 （シフト制） 
※残業/月0～2h、休憩1.5h

勤　務▶シフト制　（正/②・③ 準/①）
休　日▶ 木・日・祝日、年末年始、夏期休暇
待　遇▶ 歯科医師国保、雇用保険、労災保険、有

給休暇、交通費規定支給、車通勤可、制
服貸与、賞与有（年2回）、敷地内禁煙

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
面接は当院で行います。

恵庭市黄金中央 
3丁目6-7こがね歯科クリニック

0123-32-8148担当/採用係

歯科衛生士募集

時間
応相談

恵庭 正 準 歯科衛生士


