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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】

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

 仕　事▶管理・収穫・選別等の農作業
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給948円～ ※試用期間/同条件
時　間▶ 8:30または9:00～13:00または16:00 

※応相談 ※天候などの状況により変動有
休　日▶ 土曜日 ※応相談
勤　務▶ 週2～6日 ※応相談
期　間▶ 4月中旬～10月末頃まで
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、車通勤可、 

受動喫煙対策有

恵庭市下島松627

まずはお気軽にお電話ください。 担当/寺澤

090-3112-4089
寺澤農園

［受付時間］
9:00～19:00

未経験者歓迎!!
勤務時間・働き方等ご相談ください

Wワーク
OK

恵庭 パ 農作業

飽きずに取り組めますよ♪

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 餌やり、厩舎内･敷地内の清掃等
資　格▶ 自力通勤可能な方
給　与▶時給1,100円 ※試用期間/時給950円
時　間▶  6:00～10:00もしくは7:00～11:00 

※応相談　残業なし
勤　務▶週3～4日（応相談）
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、受動喫煙対策有

〒066-0001 千歳市長都3-15

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。
受付/10～22時
担当/木谷（きや）090-9522-4861

木谷牧場
き や

餌やりや清掃等、
お仕事いろいろ!!

千歳 パ 牧場作業

期　間▶ 3ヶ月毎の更新制
仕　事▶ 新千歳空港勤務の社員の送迎業務 

/千歳市内⇔新千歳空港
資　格▶ 要中型自動車免許
給　与▶ 時給920円 

※試用期間3ヶ月/同額
時　間▶ ①4:30～19:30(実働12h) 

②4:30～8:30(実働4h) 
③19:00～24:30(実働5.5h) 
　※シフト制 
　※休憩0～3h（勤務時間による） 
　　残業なし

休　日▶ 月8日以上
勤　務▶ 週1～2日から可
待　遇▶ 各社保完備（勤務による）、交通費規定支

給、車通勤可、受動喫煙対策有

〒066-0009
千歳市柏台南1-3-1 千歳アルカディア・プラザ2F

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は (株 )セノン千歳支社で行います。

株式会社セノン千歳支社
0123-29-4865

担当/平林 
受付時間 
/8:30～17:30

募集!送迎ドライバー
千歳 パ 送迎ドライバー

週1～２日 
勤務OK

冷暖房完備!!
座ってできる

お仕事です!

 未経験者歓迎!!

静岡県静岡市葵区東草深町15-13

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。 
★面接は現地にて　★土・日・祝日も受付可能!

054-245-5311

090-5853-9856
株式会社 清栄堂

担当/山本

千歳 委 景品交換業務

仕　事▶ パチンコ・スロット店の 
隣接建物での景品交換業務 

時　間▶  ①9:00～16:30　 
②16:00～23:00 
③9:00～23:00 
※①～③シフト制（希望日応相談）

休　日▶シフト制 ★希望日応相談 
報　酬▶ 1日あたり5,000～10,500円 
勤務先▶千歳市北栄2丁目621

恵庭 パ 搬送補助スタッフ

栄養士・給食配膳代務員 募集！
千歳市学校給食センター 千歳市流通3丁目1-11勤務先

仕　事▶ 給食調理全般、衛生管理、調理員への衛生教
育、衛生帳票管理、報告書等の作成

資　格▶  管理栄養士、栄養士
給　与▶ 月給180,000円～
時　間▶ 7:30～16:30（実働8h、休憩1h） 

※ 状況によっては延長の可能性有
勤　務▶週5日　　休　日▶ 土・日・祝
期　間▶1年毎の更新
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、駐車場有、 

敷地内禁煙、制服貸与

仕　事▶ 担当場所での給食配膳・食器回収、 
配膳室内の清掃

資　格▶ 学歴・資格・年齢不問、経験者優遇
給　与▶ 時給920円
時　間▶ 9:00～14:00（実働4.5h、休憩0.5h）
休　日▶ 土・日・祝
期　間▶1年毎の更新
待　遇▶ 交通費規定支給、昇給有、有給休暇、 

駐車場有、敷地内禁煙、制服貸与

千歳

履歴書( 写真貼付 )を郵送ください。追って面接日をお知らせします。シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社
千歳営業所 〒066-0028 千歳市花園5丁目7-3-103

◆栄養士 ◆給食配膳代務員

［担当］荒川070-4510-0065

契 栄養士ア パ 給食配膳代務員

期　間▶ 4月1日～翌3月31日　※1年毎の契約（更新有）
勤　務▶ シフト制　※冬期間は関連事業所へ出向していただきます。
資　格▶ 年齢不問、未経験者歓迎、経験者優遇、車通勤できる方
待　遇▶ 各種社会保険完備、制服貸与、車通勤可（交通費規定支給）、受動喫煙対策有

共通
項目

◆コース管理［契約社員］
時　間▶ 5:00～17:00の間で実働8h 

※休憩1.5h、残業月10h程度
給　与▶ 経験者/月給207,000～234,000円 

未経験者/月給180,000～205,000円
休　日▶ 月6～8日

◆料理長［契約社員］
時　間▶ 5:30～18:00の間で週40h 

※残業月30h程度
給　与▶ 月給330,000～400,000円 

※当社規定による
休　日▶月4～6日

0123-21-2301
電話連絡の上、写真付履歴書をご用意ください。委細面談にて。

受付/ 平日 
9時～16時

いよいよOPEN!! スタッフ追加募集!
千歳

千歳カントリークラブ
〒066-0005 千歳市協和814

http://www.chitosecc.jp/

契 コース管理、料理長

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ JALファーストクラス及びVIPルーム・JAL専用

検査場をご利用されるお客様の、手荷物検査及び
ボディーチェックをするお仕事です。働きながら
空港保安検定資格を取得可能です!

給　与▶ 入社時基本給/月161,700～171,000円+ 
その他手当　※現場手当10,000円・住宅手当
5,000～10,000円含む

資　格▶ 未経験者歓迎、18歳以上35歳まで 
※若年層キャリア形成のため

〒066-0012  千歳市美々 
新千歳空港内ターミナルアネックスビル2F

まずは写真付履歴書を右記住所までご郵送ください。
※ 4月2日（日）必着。書類審査の上、合格者のみに連絡し 
面接試験等を実施いたします。
※ 送付いただいた履歴書はお返しできません。 
面接日は相談に応じます。

株式会社　ジェイ・エス・エス 札幌営業所
0123-46-2115
spkofc@jss-ltd.co.jp

担当/あやめ
JAL
GROUP

業界大手"JALグループ"で活躍!! 主要な空港を一緒に盛り上げよう★

男女共に活躍できる職場です

先輩たちのほとんどが 
未経験からのスタート☆

千歳 正 空港保安検査スタッフ

時　間▶ 6:30～21:15、6:30～20:00、6:30～14:00 
※実働8～10hのシフト制　※残業月平均20h

休　日▶ 週休2日制（年間休日121日）
待　遇▶ 残業手当、家族手当、資格手当、役職手当、通勤費(上

限36,000円)、昇給年1回、有給休暇制度有、賞与年
2回、退職金、貸付金、研修制度有、制服貸与、日本航
空健康保険組合加入、施設内分煙

勤務先▶新千歳空港

仕　事▶ 事務作業(パソコン操作有)、事務所の清掃
期　間▶ 雇用期間の定めなし
資　格▶ マイカー通勤可能な方、44歳以下迄(キャ

リア形成の為)
給　与▶ 月給130,000円 

※試用期間1ヶ月/時給1,000円
時　間▶ 9:00～16:00 ※休憩1h、残業月/10h程度
休　日▶ 土曜・日曜、祝日、年末年始、GW、夏期休暇
待　遇▶ 社保完備、昇給有、退職金制度、交通費実費

支給、受動喫煙対策なし
勤務先▶ 千歳市都626-24 

恵庭市柏木町649-1
まずはお気軽にお問い合わせください。写真付履歴書
をご持参ください。面接は恵庭にて行います。

千歳市都626-24 ㈱北土建設
0123-25-8740 担当/小山

千歳・恵庭 正 一般事務員

仕　事▶利用者様の入浴介助、食事介助、送迎等
時　間▶ 9:00～16:30の間で2～7h　※応相談 

※ 休憩/4～6hの勤務で30分、6h以上は45分、残業なし
給　与▶ 時給920円～+資格手当 

＋送迎手当/時給1,000円
期　間▶1年毎の更新制　※原則更新
休　日▶週休2日以上　※水曜日、日曜日は固定休
待　遇▶ 雇用・労災保険、処遇改善手当、交通費規定支給、

有給休暇、試用期間3ヶ月(同条件)、施設内禁煙、
喫煙ブース有

〒066-0078
千歳市勇舞2丁目7-8 

勇舞デイサービス
まごころの湯くれいん
●まずはお気軽にお電話ください！ 受付/9～18時  担当/伊藤

21-8477 090-3114-1273

千歳 ア パ 介護職員

デイサービス介護職員
週2～5日、2～7ｈ程度

パート、アルバイト2～3名募集!

未経験者

歓迎

千代田サービス販売㈱
〒063-0062　札幌市西区西町南1丁目2-1

担当/ナリー011-667-8191

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 自動車工場での取り付け作業
資　格▶ 未経験者歓迎、要普免、59歳以下(60歳定年の

為）、車いじりや、工具を扱った経験がある方
給　与▶ 月給184,300～278,300円 

（固定残業代20h分/24,300～35,500円含む。  
※20hに満たない場合も支給、超過分は追加支給）

時　間▶ 8:45～17:45 
※休憩1h、残業月0～40h(変形労働時間制）

休　日▶ 日曜・祝日、他、会社カレンダーによる 
★年間休日108日　★大型連休あります

待　遇▶ 制服貸与、車通勤可、社保完備、昇給・賞与有（昨
年度実績/3.5ヶ月分)、交通費実費支給（上限月
4万円迄）、構内禁煙

勤務先▶ 大手カーディーラー受渡センター内 
恵庭市北柏木町3丁目73

経験者

優遇
◆自動車工場内作業スタッフ

恵庭 正 自動車工場内作業

まずはお気軽にお問い合わせください。

日・祝休み!

仕　事▶ 農業土木工事、現場は恵庭・千歳近郊、社用車に
て移動します。

資　格▶ 要普通免許、年齢69歳以下(省令1号、定年上限
の為)

◆農業土木作業員

◆重機オペレーター・ブルドーザー運転手
仕　事▶ 道路工事・河川工事・農業土木工事・建築溝工事

の現場作業全般 
千歳近郊、社用車にて移動します。

資　格▶ 大型自動車免許、定置・建設機械運転関係資格、
要普通免許、年齢69歳以下(省令1号、定年上限
の為)

《共通項目》
期　間▶ 雇用期間の定めなし
時　間▶ 7:30～17:00 

※休憩1.5h、残業月/10ｈ程度
給　与▶ 月給230,000～368,000円 

※年齢、経験年数等考慮
休　日▶ GW、お盆、年末年始、その他 ※年間89日
待　遇▶ 社保完備、退職金制度(建共加入)、賞与有（会社業績に

よる）、交通費規定支給、駐車場無料、受動喫煙対策有

恵庭市柏木町649-1
株式会社寺西建設工業
0123-25-8740 担当/小山

恵庭 正 土木作業員、重機オペレーター、ブルドーザー運転手

まずはお気軽にお問い合わせください。 
写真付履歴書をご持参にて面接を行います。

整備スタッフ募集！
恵庭花夢里パークゴルフ場の

仕　事▶ パークゴルフ場のコース管理スタッフ
期　間▶ 4月1日～11月30日 

※5月～等、勤務開始日応相談
給　与▶ 経験者/時給1,350円 

未経験者/時給1,250円
資　格▶ 年齢不問・学歴不問、要普通免許 

※公共交通機関が不便な為、 
　車通勤可能な方

時　間▶ 7:00～16:00(4月) 
6:30～15:30(5月～11月) 
※休憩1h、残業なし

休　日▶ シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

有給休暇、室内禁煙
勤務先▶ 恵庭市盤尻20-7 

恵庭花夢里パークゴルフ場

恵庭市相生町4丁目6-30

まずはお気軽にお電話ください。

株式会社玉川商事
0123-33-1133 担当/荒木

受付/9～17時

恵庭 期 コース管理

《共通項目》
期　間▶4月中旬～　雇用期間の定めなし
仕　事▶ ゴルフ場、スノーランドをご利用のお客様に

対する写真撮影及び、写真販売業務
資　格▶ 高校・専門学校卒以上、未経験者歓迎、要普通

自動車免許
勤務先▶ 千歳、苫小牧近郊のゴルフ場 

4～10月/ゴルフ場　11～3月/スノーランド

給　与▶ 月給190,000円 給　与▶ 時給1,100円～

★就業場所へは直行直帰（自家用車使用）
★交通費全額支給◆正社員 ◆アルバイト

カメラのスキルは問いません。
カメラは１人１台、プライベートでの使用もOK

千歳市幸町3丁目14-1

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

050-3553-6988株式会社アトリエ 受付/ 
9時～17時
担当/若狭

千歳・苫小牧 正 ア 写真撮影、販売

時　間▶ ①7:00～15:00(実働7h、週3～4日) 
②11:00～19:00(実働7h、週1～2日) 
③7:00～19:00(実働8h、週1～2日) 
※休憩1ｈ、状況により時間に変動有 
※3月～4月・11月～12月シーズンの 
　転換期はまとまった希望休の取得可能

勤　務▶ 週5日、①②③のシフト制 
※週休2日

待　遇▶ 各社保完備、交通費支給（上限なし）、 
受動喫煙対策有

未経験者
大歓迎!

カメラが好き！　　人とお話することが好き！


