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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

灯油・プロパンガス・ホームタンク洗浄のことなら

恵庭市相生町1-6-8
TEL.（0123）32-2201 
FAX.（0123）32-2203

北海中部物産（株）

黒田売炭

期　間▶ 4月、7月～10月下旬迄 ※5・6月はお休み
仕　事▶ 4月は種いも切り、7月からは農作業全般
資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許、土日勤務出来

る方、公共交通機関が不便な為自力通勤可
能な方

給　与▶ 時給940円　　　勤　務▶ 応相談
時　間▶ 8:00～17:00(実働8h)※応相談 

※休憩1h、状況により時間の変更有
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、受動喫煙対策なし

まずはお気軽にお電話ください。

恵庭市漁太452-5平野農園

時間勤務は 
柔軟に対応致します！

090-8632-8237担当/平野

恵庭 パ 農作業

期　間▶ 4月1日～11月15日までの勤務
仕　事▶ 受付・ご案内の接客業務、レンタカーの 

洗車・車内清掃等
資　格▶ 要普通免許、未経験者歓迎、経験者優遇、学生可
給　与▶ 時給1,000円
時　間▶ 8:30～12:00(実働3.5h) 

16:00～19:00(実働3h) 
※シフト制、休憩なし、残業有、フルタイム可

休　日▶ 週2日、シフト制
勤務先▶ アスク・スポーツ恵庭ベース/恵庭市上山口579
待　遇▶ 社保完備(勤務時間による)、交通費規定支給、 

車通勤可、制服貸与、受動喫煙対策有

札幌市豊平区平岸7条14丁目2-15

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。 
面接は恵庭ベースで行います。

有限会社アスク・スポーツ

こだわりのオープンカー・キャンピングカーを 
取り扱いしてます！

011-823-8000 担当/小島

千歳 ア パ レンタカー業務

4月1日 
オープン!

メニューの注文伺い、食事の提供、
退席後の片付け、コース売店での
商品販売、簡単な調理作業、etc.

募集

どちらもOK！
長期 短期

ゴルフのことがわからなくても大丈夫！楽しくお仕事しませんか？

株式会社 サッポロライオン

期　間▶4月～11月末まで
資　格▶ 未経験者・主婦（夫）・学生歓迎 

※交通手段が不便な為、車通勤できる方歓迎 
※JR千歳駅までの送迎も可

給　与▶ 時給1,030円
時　間▶ ①6:00～10:00（早番） 

②10:00～18:00の間で3～5h 
※休憩、残業なし 
※ 希望時間帯応相談（希望時間帯の固定勤務）

勤　務▶ 週1～5日で日数・曜日応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可（無料駐車場有）、

食事補助有（1食220円）、受動喫煙対策有

採用係0120-115-529
面接時履歴書不要！まずはお電話ください。【受付/10～20時】

（サッポロライオン採用受付センター）

ザ・ノースカントリーゴルフクラブ店
千歳市蘭越26番地

◆週1日～相談OK!
◆土日だけOK!

千歳 ア パ 接客・販売・調理

仕事
内容

ホールスタッフ

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

0123-22-1090

期　間▶ 1年毎の更新 ※原則更新
仕　事▶ 新千歳空港内において、貸切バスを所定位

置に駐車案内するお仕事です。 
研修があるので安心して取り組めます。

入社日▶ 研修（国内線/2週間、国際線/1週間）後随時
資　格▶性別不問、健康な方
給　与▶ 時給1,100円 ※研修期間/時給920円
時　間▶ ①7:45～15:00 ②7:45～17:15 

③7:45～18:15  
※休憩1h、シフト交代制 
※月/150h前後、変動有 ※延長有

休　日▶ 月10日位 ※要相談、研修中は土・日休み
待　遇▶ 社保完備、制服貸与、車通勤可、交通費規定

支給、喫煙所有
勤務先▶ 千歳市美々
電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

【平日／9～18時】
担当/スズキ

観光で
来道された
皆様の快適な旅を

サポート!

千歳 契 貸切バス案内業務

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

千歳
◆食品製造加工/正社員
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 野菜類の加工、健康食品等の製造 

（機械操作、生産管理等）
資　格▶ 18～44歳以下（深夜勤務の為18歳以上、若年層

のキャリア形成を図る為）、自力通勤可能な方
給　与▶ 月額165,000～240,000円 

※年齢・経験による　 
※試用期間3ヶ月/時給1,050円

時　間▶ ①8:00～17:00　②15:00～24:00 　 
※休憩1h、残業月10h程度

　　　　※入社1～2年は①のみの勤務
休　日▶ 土日、GW、お盆、年末年始　※年間休日121日
待　遇▶ 各社保完備、車通勤可、駐車場有、作業服貸与、 

保護具類支給、昇給・賞与、屋内禁煙 

◆ⓐ構内作業員 ⓑフォークリフト作業員/パート 
期　間▶即日～12/31　※契約更新の可能性有
仕　事▶ ⓐ野菜の計量・包装・箱詰め及び使用済み 

　ウォーターサーバーの分解清掃　 
ⓑ野菜原料の移動、トラックへの積込み、 
　荷下ろし等のフォークリフト作業

資　格▶ 自力通勤可能な方、 
ⓑフォークリフト運転免許・作業経験必須

給　与▶ⓐ時給1,000円　ⓑ時給1,300円
時　間▶ ⓐ8:00～17:00　※休憩1h、残業なし
　　　　 ⓑ8:00～17:00、7:00～16:00　 

※休憩1h、残業なし　※季節により変動有
勤　務▶週5日程度
待　遇▶ 各社保完備、車通勤可、駐車場有、作業服貸与、 

保護具類支給、屋内禁煙、賞与有

千歳市中央1114-13
AWファーム千歳 株式会社

正 製造パ フォークリフト、構内作業員

まずはお電話ください。
担当/中村 20-2161

期　間▶採用日～1年毎の自動更新　5月からの採用可
仕　事▶ 当社製品の小型家電製品の組立～出荷。 

ニオイ・ホコリ・汚れ・騒音はほとんどありません。
資　格▶ 未経験者歓迎、車通勤可能な方
時　間▶ 9:00～15:00（繁忙期10～12月は16:00まで） 

※休憩は午前中10分、お昼に45分、残業なし
休　日▶ 土・日・祝、GW、お盆、年末年始
給　与▶時給925円～
待　遇▶ 作業服貸与、交通費規定支給、喫煙スペース有
勤務先▶大町本社、恵み野テクノセンター

担当/中川
 0123-32-6111 
090-7059-0320

【受付/9～18時】

株式会社 ナカガワ工業

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。

恵庭市大町2丁目4-1（ローソンすぐ隣）

★丁寧指導とアットホームな環境!
★環境も良く、働きがいのある仕事です♪
★コツコツと手先を使うことが好きな方にピッタリ!
★お休み・早退にも対応しやすい職場です!!

小型家電製品の
組立スタッフ大募集!!

未経験でも
取組み
やすい!

扶養内勤務も可能! 女性が働きやすい環境です

https://www.nakagawakougyou.net/

Point

恵庭 ア パ 小型家電製品の組立スタッフ

〒061-1409  恵庭市黄金南7丁目9-9 
電話連絡のうえ、下記住所まで写真付履歴書を郵送ください。

担当/金札（カナフダ）
0123-33-9944

給　与▶ 月給220,000円～ 
実績/ 入社１年目で270,000円 

支給しています
時　間▶ 10:00～20:00（実働8h） 

※休憩2h、月5h程度残業有
勤　務▶週4.5日　※午前休み有

給　与▶ 時給1,400円
時　間▶ ［常］10:00～20:00（実働8h） 

　　※休憩2h、月5h程度残業有 
［パ］15:00～20:00（時間応相談） 
　　※休憩なし、月3h程度の残業有 
　　※扶養範囲内の勤務可

勤　務▶ ［常］週4～5日、［パ］週2～4日

■歯科衛生士(正社員) ■歯科衛生士(常勤パート・パート)

仕　事▶ 院内の歯科衛生士業務全般
期　間▶ 雇用期間の定めなし
資　格▶ 歯科衛生士免許保持者、未経験者可
休　日▶ 日、木、祝、他（GW、お盆、年末年始等）
待　遇▶ 社保完備、昇給有、報奨金有、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、院内禁煙、有給休暇有　[正のみ]賞与・退職金・住宅手当有

歯科衛生士増員
募集

〈共通項目〉

《全職種》成績により毎月報奨金有!
（上限35,000円）

恵庭 正 パ 歯科衛生士

常勤パート
パート正社員

(株)札幌人材サービス
■一般労働者派遣事業（派）01-230001

《共通項目》
給　与▶ 時給1,100円　 

※ 月収例/時給1,100円×8h×20日＝176,000円
待　遇▶ 各社保完備(勤務時間に応じて)、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 
（勤務6ヶ月後)、受動喫煙対策有

011-859-8580

担当/ミカミ・ワタライ
受付/【平日】9:00～17:00

期　間▶ 長期
仕　事▶ 新千歳空港国際貨物ターミナルエリア内にて、航

空機の専用パレット・コンテナの輸出入貨物の積
み降ろし業務

時　間▶ 8:00～17:00または8:00～12:00 
※ 6h以上勤務で休憩1h、貨物量により残業の場合有

資　格▶ 高卒以上、要普通自動車免許、未経験者歓迎
勤　務▶ 月20日程度(シフト制)

◆国際輸出入貨物取扱い業務

期　間▶初回3ヶ月、その後更新の可能性有
仕　事▶ 新千歳空港国際貨物ターミナルエリア内にて、

フォークリフトオペレーター業務
時　間▶ ①7:30～16:30　②8:00～17:00 ③9:30～18:30 

※①～③のシフト制 ※実働8h 
※休憩1h、貨物量により残業の場合有

資　格▶ 高卒以上、要普通自動車免許、 
フォークリフト免許保持者

休　日▶月8日以上

◆フォークリフトオペレーター

充実した研修有 
チームワークを重視！ 
何でも相談できる風通しの良い職場環境 
20～60代の男女30名が元気に活躍中！

千歳 委 貨物取扱業務派 フォークリフト作業

〒062-0051 
札幌市豊平区月寒東1条8丁目1-48

写真付き履歴書を郵送ください。履歴書到着後、 
採用担当より追って連絡いたします。

仕　事▶ 新千歳空港国際線ターミナルビル内の共用部の清掃。 
ゴミ集め、拭き掃除等の簡単な日常清掃になるので、未経
験者の方でも安心です。

時　間▶ 8:00～17:00 ※休憩1h、残業なし
給　与▶ 時給1,000円
勤　務▶週3～5日 ※日数応相談、休み希望もご相談に応じます。

仕　事▶ 新千歳空港内の共用部の清掃。ゴミ集め、拭き掃き掃除
など、どなたにでも出来る簡単なお仕事です。未経験から
のスタートも大歓迎です。

時　間▶ 7:00～16:00 ※休憩1h、残業なし
給　与▶ 時給1,050円
勤　務▶週5日 ※休み希望ご相談に応じます。

【共通項目】
期　間▶ 2～3ヶ月毎の更新 ※長期
勤務先▶ 新千歳空港/千歳市美々(JR新千歳空港駅直結)
待　遇▶ 各社保完備、交通費全額支給、昇給有、制服貸与、 

週払い制度有、有給休暇、施設内分煙

仕　事▶ 客室のシーツ交換やバスルーム清掃、タオル等のアメ
ニティ補充等をお任せします。

時　間▶ 9:00～15:30の間で実働4～6h 
※シフト制、応相談、残業なし

給　与▶ 時給1,050円
勤　務▶週2～5日 ※日数応相談、土日祝休みも相談OK

未経験者大歓迎！

■一般労働者派遣事業許可番号（派13-304719）
■有料職業紹介事業許可番号（13-ユ-304566）

札幌市中央区北4条西6-1 毎日札幌会館6階
㈱シグマスタッフ 札幌支店

お気軽にお電話ください。
千歳・恵庭市内での面接も随時対応いたします。

0120-933-797

車通勤
OK! 接客ナシ!

◆新千歳空港内のホテルの客室清掃

◆国際線ターミナルの清掃

◆空港内のクリーンスタッフ

千歳 派 清掃

20～60代までの 
幅広い年代の 

スタッフさんが活躍中

モクモク作業が
お好きな方必見!

期　間▶ 雇用期間の定めなし ※短期も可
仕　事▶ 構内の中古車の拭き上げ、車両移動、 

スマホでの写真撮影、PC入力作業
資　格▶ 要普免(AT限定可)、未経験者歓迎
給　与▶ 時給950円～
時　間▶ 9:00～17:45  

※休憩1h、残業/月平均0～10h程度
休　日▶ 週2日（日・他1日、TAAカレンダーによる） 

★夏休み、年末年始、長期休暇有
勤　務▶ 週3日～OK ※日数応相談
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、 

交通費規定支給、昇給有、 
受動喫煙対策有(事務所内禁煙)

勤務先▶ 千歳市泉沢1007 (TAA構内)
まずはお気軽にお電話ください。

受付/9～18時
担当/水野 080-6061-8482
千歳市泉沢1007

（TAA構内）ノーストランス㈱

千歳 ア パ 構内作業スタッフ

シフト希望99.9%考慮 !
長期 
安定

急な休み
にも
対応可!

扶養内勤務可！

千歳市柏台南1-2-1アドルフォ・ドミンゲスジャパン株式会社
0123-42-6065 担当/竹内

まずはお気軽にお電話ください。

期　間▶ 6ヶ月毎の更新制　 
※原則更新

仕　事▶ アパレル接客販売、 
商品管理・陳列・レジ・清掃等

資　格▶ 未経験者歓迎、 
基本的なPC操作可能な方、 
土日勤務可能な方歓迎

給　与▶時給1,000円～
時　間▶ ①9:30～16:00(実働5.5h) 

②9:30～17:00(実働6.5h) 
③12:00～19:30(実働6.5h) 
※シフト制、応相談　※休憩1h、残業なし

勤　務▶週2日～
待　遇▶ 各社保完備（勤務による）、交通費規定支給、 

車通勤可、制服貸与、店内禁煙

千歳 パ 接客・販売
レ
ラ
の
中
に

あ
る
店
舗
で
す

炭火居酒屋

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ キッチン及びホール、可能な方には 

デリバリー業務もお願いします。
資　格▶普通自動車免許あれば尚可
給　与▶時給950円～
時　間▶ 18:00～翌1:00の間で 

応相談 ※残業なし
勤　務▶週3日以上～
待　遇▶制服貸与、受動喫煙対策なし

千歳市清水町2丁目1-3

まずはお気軽にお電話ください。

090-6879-2567

千歳 ア パ 店内業務

炭火居酒屋


