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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
千歳市北斗2丁目（国道36号線沿）Tel 0123-24-1181 

家　　  具
インテリア
介護用品

●営業時間/10:00～18:30 ●定休日/水曜日 ●駐車場完備

■オーダーカーテン
2023年 3月25日土～2023年 4月2日日 25%~50%

OFF

■お手頃価格から有名メーカー品まで取り揃え!!

オープニング 
スタッフ大募集!! 
主婦（夫）・学生さん 

大歓迎!!

千歳市新富3丁目3-27

まずはお気軽にお電話ください。
面接は現地にて行います。

011-881-9699
銀のさら 千歳恵庭店

担当/石黒
羊ヶ丘店に繋がります

千歳 ア パ デリバリー、キッチン

【共通項目】
資　格▶未経験者歓迎、キッチンは高校生可
時　間▶ 9:00～21:00の間で実働4h～ 

※シフト制、応相談　※残業なし
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、受動喫煙対策有
勤務先▶ 銀のさら千歳恵庭店 

千歳市新富3丁目3-27(4/6オープン予定）

仕　事▶ シャリや寿司ネタの 
仕込み、寿司作り、盛付等

給　与▶時給950円

仕　事▶お寿司の配達
資　格▶要普通自動車免許(AT限定可)
給　与▶時給1,050円

キッチン◆◆◆◆

デリバリー◆◆◆◆新しいお店を 
一緒に盛り上げてくれる 

仲間を大募集！ 
一緒に頑張りましょう！

4/6 千歳市新富にオープン予定！

マニュアル完備
難しい仕事は
ありません!!

恵庭

期　間▶即日～長期
資　格▶未経験者歓迎、扶養内勤務可
給　与▶時給1,100円
時　間▶ 8:30～17:30、13:00～22:00　 

※休憩1h、残業なし ※時間選択可
休　日▶ 日曜+他1～3日 ※勤務日数応相談、曜日固定も可
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、無料駐車場有、週払

い可、受動喫煙対策有
勤務先▶恵庭市戸磯

期　間▶即日～3ヶ月の短期
仕　事▶製品の検査、機械のオペレーター業務等
資　格▶未経験者歓迎、主婦（夫）歓迎、経験者尚可
給　与▶時給1,300円　※22時以降深夜割増有
時　間▶ 8:30～17:00、20:30～翌5:00　 

※休憩1h、残業月10h程度
勤　務▶4勤2休又は5勤2休
待　遇▶ 社会保険完備、残業手当・休日手当有、 

交通費規定支給、車通勤可、無料駐車場有、制服貸
与、週払い可、受動喫煙対策有

勤務先▶恵庭市戸磯

仕　事▶野菜のカット、袋詰め等 3月入社限定！
オープニングスタッフ募集のため、

仕　事▶商品の出荷・物流作業

①野菜のカット

③電子部品製造
②物流出荷

《①②共通項目》

札幌市中央区大通西10-4南大通ビル4F
まずはお気軽に
お電話ください。 011-213-1645 株式会社レソリューション札幌営業所

派 加工、出荷、検査

入社祝い金15万円プレゼント!!

派13-301833

3月も残りわずか！
※全ての案件対象です！

千歳・恵庭 契 タクシードライバー

千歳市千代田町7丁目1789-3　千歳ステーションプラザ5F
医療法人社団 たけやま腎・泌尿器科クリニック

期　間▶6ヶ月毎の更新制 ※原則更新
給　与▶ 時給1,400～1,500円
時　間▶ 月・火・水・金/ ①8:15～12:45 

②14:00～17:00 
③8:15～17:00

　　　　木・土/8:15～12:45 
　　　　※時間選択可、応相談、残業なし
勤　務▶週3～4日 ※日数・時間・曜日等応相談
仕　事▶ 外来・透析看護業務  

※ 未経験の方にも技師（5名在籍）が 
親切丁寧にお教えします。

資　格▶ 正看護師または准看護師
待　遇▶ 社保完備（勤務時間による）、交通費規定支給、自

家用車通勤可(駐車場手当有)、クリニック内禁煙

011-551-7050
〒064-0912  
札幌市中央区南12条西15丁目4-3 池脇ビル 
「(株)北海道総合経営研究所　担当/人事労務顧問 山下宛」

写真付き履歴書をご郵送ください。 
応募に関することはお気軽にお問合せください。

学校行事参加・ 
扶養範囲内 OK

勤務時間 
応相談

残業 
   なし！

千歳 パ 正・准看護師

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ ①箱折り作業  

②封筒作り（発送用、スタンプ押し） 
③製品のシール貼り作業 
④PCによるネット販売の登録、梱包、 
　発送業務 
⑤レザークラフト加工

資　格▶ 障がい者手帳、受給者証をお持ちの方 
（手帳をお持ちでない方もご相談ください。）

給　与▶ 工賃/1日950円
時　間▶10:00～14:00 ※応相談
勤　務▶ 月～金 ※応相談
待　遇▶ 無料送迎有、食事有（自己負担/100円）、余

暇活動有、施設内禁煙

就労支援B型事業所　ジョブタス千歳勇舞事業所
千歳市勇舞6丁目7番地2 ◆事業所番号/0111100905

まずはお気軽に 
お電話ください。 0123-29-4980

全て送迎いたします!
千歳・恵庭・安平・長沼

千歳 他 製作他

月1日、週1日～ 
対応します!

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

時　間▶14:30～17:00 ※実働2.5h
勤　務▶月・火

時　間▶ 7:00～11:00、13:00～17:00 
※実働4h、シフト制

休　日▶週2～3日

時　間▶ 7:00～10:00、14:00～17:00 
※実働3h、シフト制

休　日▶ 週2～3日

時　間▶ 12:30～17:00 
※実働4ｈ、休憩0.5ｈ

休　日▶ 週2～3日

②清掃/パート/チザキ機工（千歳市北信濃）

③清掃/パート/はなふる（恵庭市南島松）

④清掃/パート/花ロード恵庭（恵庭市南島松）

⑤清掃/パート/フレスポ恵み野（恵庭市恵み野里美）

時　間▶7:00～11:00 ※実働4h
休　日▶土・日・祝

①清掃/パート/日本血液製剤機構（千歳市泉沢）

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 日常清掃（床・トイレ等）
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給920円
待　遇▶ 賞与有、制服貸与、交通費規定支給

《①～⑤共通項目》

⑥清掃/パート/千歳科学技術大学（千歳市美々）
期　間▶長期
仕　事▶日常清掃（床、トイレ等）
給　与▶時給950円
時　間▶ 7:00～10:30 

※実働3.5h
休　日▶ 土・日・祝他 

※学校スケジュールによる
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、 

車通勤可能な方

千歳市美々新千歳空港内ターミナル アネックスビル1階
東京美装北海道 ㈱千歳支店 応

募
0123-24-3771平日

090-9753-1547土日

千歳・恵庭 パ 清掃

期　間▶即日～長期
時　間▶ 8:00～17:00の間で1日4～6h程度  

※6h以上で0.5h休憩　※週20h未満 
①残業なし  
②繁忙期残業有 
※できるだけ、希望に沿います。ご相談ください。

勤　務▶ 週2～4日　※シフト制、応相談 
※土日のみ勤務も可能

待　遇▶ 労災保険、車通勤可、制服貸与、お肉社内割有、 
交通費規定支給、喫煙スペース有

仕　事▶ ①簡単なお肉のパック詰め  
②お肉のルート配送及び、商品管理

資　格▶ 未経験者OK、WワークOK、 
土日勤務ご協力いただける方歓迎 
②要普通免許要(MT免許の方歓迎)

給　与▶ ①時給940円 ②時給1,000円 
※試用期間2ヶ月/同条件

千歳市上長都 
1041-10

0123-29-5806
株式
会社

アイケー 
コーポレーション

千歳 パ 食肉加工、配送

《共通項目》

すぐに 
働きたい方 
大歓迎!!

お
肉
好
き
な
方

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

★未経験者歓迎!!★

まずはお電話ください！
［担当者直通番号］

0123-23-5323

ジェラテリア ミルティーロ
千歳市長都2 ※JR長都駅から約3km

【採用担当者】受付/9:00～16:30

期　間▶ 即日～9月30日 
※通年雇用への登用相談可

仕　事▶ 店内業務全般 
（接客、ジェラート盛りつけ、清掃等） 
★ 盛りつけは従来の「ヘラ」を使用せ
ず、「ディッシャー」で行います。 
誰にでも簡単にできるお仕事です。

勤　務▶ 土・日・祝
時　間▶ ①10:30～14:30 

②13:30～17:30 
※残業なし

給　与▶ 時給930円～ 
※ 試用期間中/時給920円  
（最長3ヶ月、能力により短縮）

待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、受動喫煙対策有

千歳 パ 販売スタッフ

すぐ働けます!! 通年雇用も相談可

仲間と協力して 
頑張ろう!!

売り上げに応じて時給が

最大100円UP!!

土・日・祝 勤務できる方!
学生さんも歓迎！

残り若干名! 急募!!


