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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（2）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

お仕事探し応援します!

正 正社員　契 契約社員　ア アルバイト　パ パート　準 準社員　派 派遣社員　委 委託　期 期間従業員　臨 臨時職員

■発行 千歳市北斗4丁目13番20号

■求人広告・チラシ折込のお申し込みは

0123-27-2611
■求人ナビHP  https://chanto.biz/qnavi/

携帯サイト↓

勤務先▶�JR新千歳空港駅
仕　事▶�駅舎内全般の清掃�

（男女・多目的トイレ含む）、�
ゴミの収集・分別、他

時　間▶�①8:40～12:50（実働4h）�
②12:50～19:50（実働6h、休憩1h）�
※①②シフト制

給　与▶時給875円�※試用期間3ヶ月有（同条件）
勤　務▶4週6休�※シフト制、応相談
待　遇▶�各社保完備、有給休暇、交通費規定支給、制服貸与

お電話の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。担当/安藤

女性女性
活躍中！活躍中！

北海道クリーン・システム㈱ 札幌鉄道支店 空港営業所
千歳市美々JR新千歳空港駅舎内■JR北海道グループ

駅舎駅舎清掃清掃スタッフスタッフ募
集

☎0123-45-7160 080-2877-3015

パ 清掃

（苫小牧本店）

まずはお気軽にお電話ください。 担当/近田

☎0144-84-3777
千歳市富士3丁目2-16
【苫小牧本店】苫小牧市新開町4丁目2-2　住環ビル2階

㈱絆アクシア 

仕　事▶�不動産にまつわる営業全般
資　格▶要普通免許
時　間▶9:30～17:30
給　与▶�月20万円＋インセンティブあり
休　日▶土日祝、GW、お盆、年末年始
勤務先▶�苫小牧本店、千歳支店

不動産の知識が不動産の知識が
無く無くてもても

未経験未経験でもでも

大丈夫!!大丈夫!!

月　収　例

女性女性もも
未経験者未経験者もも
活躍中活躍中のの
職場です職場です

頑張りが頑張りが
給与に給与に
反映!!反映!!

万
円
万
円

可能!!可能!!
30〜13030〜130

千歳支店

正 営業スタッフ
Qua ity & Discount

千歳市北陽1丁目2-1フードD365千歳店
担当/加々谷☎27-5370

電話連絡の上、写真付履歴書をご持参ください。

スタッフ募集
生鮮部門生鮮部門
時　間▶�7:00～12:00
資　格▶�土日勤務できる方大歓迎
給　与▶�時給881円
勤　務▶週4日以上で応相談
待　遇▶�雇用保険（勤務時間により加入）、

有給休暇、制服貸与

パ 店内業務

精肉 鮮魚 ◆恵庭市黄金ふれあいセンター
時　間▶8:50～12:20（3.5h）

◆恵庭市民会館(教育委員会)
時　間▶17:00～19:00（2h）

◆恵庭市内のマンション
時　間▶�9:00～12:00の間で1.5h�

★時間応相談、あなたの都合でOK！

資　格▶車通勤可能な方
給　与▶時給900円　　　勤　務▶週3日程度
待　遇▶交通費規定支給、制服貸与

共通
項目

㈱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

☎33-8225［担当］採用係まずはお電話ください。

清掃員清掃員募集!!募集!!
恵庭市内2ヶ所にて

Wワーク
OK！

時給
900円

パ 清掃スタッフ

仕　事▶�歯科受付
資　格▶�未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶月給194,000円
時　間▶��月～金/8:55～19:15（実働9h）�

土/8:55～13:10（実働4.25h）
休　日▶�日曜、祝日、平日1日
待　遇▶�各社保完備、昇給有年1回、賞与有年2

回、交通費全額支給、車通勤可、制服貸
与、冬期間暖房手当�

勤務先▶�マイス歯科クリニック�
(北広島市共栄町1丁目15-2)

恵庭市恵み野西6丁目22-6
医療法人社団�恪勤会

お気軽にお電話ください。面接は高松歯科で行います。

☎0123-37-2050

高松歯科
受付/9:30～18:00　担当/福士

歯
未経験者歓迎!!未経験者歓迎!!
交通費全額支給!!交通費全額支給!!

科 受 付
正 歯科受付

［正職員・準職員・パート］保育士
資　格▶�幼稚園教諭もしくは保育士資格
給　与▶�［正職員］月207,000〜260,000円�

［準職員］月172,000〜217,000円�
［パート］時給1,100円�
※いずれも各種手当含む

時　間▶�［正職員］7:00～19:00の間でシフト制�
［準職員］7:00～19:00の間で6h（シフト制）�
［パート］8:00～17:00の間でシフト制

勤　務▶�［正職員・準職員］週休2日（シフト制）�
［パート］週4日程度

待　遇▶�社会保険完備、交通費支給（5,000～20,000円）、
子ども手当（月5,000～10,000円）

☎0123-34-2796
まずはお気軽にお電話ください。

〒061-1446�恵庭市末広町32番地
えにわスマイル保育園

保育士募集!!

NPO法人

認可保育園 ちとせスマイル保育園�
（千歳市住吉5丁目1-24�※定員36名）

勤
務
先

正準パ 下記参照

社会福祉法人�富門華会�デイサービス・ケアハウス�サックル
〒059-1505 勇払郡安平町早来栄町157番地1

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。

☎0145-22-4646☎0145-22-4646【担当】中島
応募締め切り
12/15迄

【パート】介護職員
給　与▶�無資格者/時給861円�

初任者研修修了以上/時給931円�
介護福祉士/時給961円

時　間▶�①9:00～13:00�②12:30～16:30�
③7:00～16:00�④9:00～18:00�
※①～④選択可

【パート】調理員
給　与▶�無資格者/時給861円�

調理師免許保有者/時給961円�
時　間▶�6:00～18:30の間で、�

［フルタイム］実働7～8h�［パート］実働4h��
※ご希望ご相談ください！�

【パート共通項目】
資　格▶�無資格・未経験者も可、資格保有者・実務経験者優遇
休　日▶�シフト制（応相談）�★柔軟に対応します！
待　遇▶通勤手当、社会保険等は勤務による

フルタイムで稼げる！
時間応相談★

家族の行事等のお休みも
柔軟に対応♪

【正社員】栄養士
資　格▶調理師免許
給　与▶�月170,200円〜
時　間▶8:30～17:30(実働8h)
休　日▶シフト制
待　遇▶�試用期間3ヶ月有、賞与有（年2回）通勤手当、�

昇給年1回、社会保険、雇用保険、労災保険

栄養士 介護職員 調理員
パート パート正社員

月収17万円〜稼げる♪

正 栄養士　パ 介護職員、調理員

恵庭市北柏木町3丁目26恵庭営業所

充実の好待遇！ 資格取得制度でスキルアップも！

《共通項目》
仕　事▶�建設機械の軽整備、営業
資　格▶�高卒以上、未経験者歓迎、経験者優遇、要普免、

中型免許（入社後に会社負担にて取得）
給　与▶�月給205,805円+諸手当�※昇給年1回有
時　間▶��8:00～17:30（実働8h、シフト制）
休　日▶�日曜、祝日他、GW、夏季・冬季休暇�

※土曜日はシフトにより休み有�
★冬季リフレッシュ休暇有

待　遇▶�各社保完備、昇給年1回、賞与年2回、�
交通費規定支給、車通勤可、諸手当（超過勤務、
通勤、営業、家族、住宅）有、資格取得制度有

勤務先▶�恵庭・千歳・札幌

軽整備 正社員募集営業

冬季リフレッシュ休暇有（5日～9日連続必取）

[履歴書送付先]
〒007-0824 札幌市東区東雁来4条1丁目1番37号
富士レンタル株式会社 管理部

☎011-786-5401
http://www.fujirental.co.jp/contact/お問合せフォーム

担当/鬼原（キハラ）

お電話にてご連絡の上、下記の住所まで写真付き履歴書を
郵送ください。書類選考後、試験日時等ご案内致します。

「Q人ナビを見ました」とお伝え頂くとスムーズです。
（メールの方は一言添えてください）

応 募

千・恵・他 正 軽整備、営業

千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F㈱アスクゲートノース 当社は「社団法人�日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号�派01-300587

24時間受付OK！�お気軽にお電話ください。 0120-172-6420120-172-642

給　与▶�時給950円〜
時　間▶8:30～17:30（実働8h）
休　日▶�基本土･日曜�

※工場カレンダーによる
期　間▶即日～翌1月末
勤務先▶千歳市

★人気のお仕事！
【千歳市】洋菓子の製造補助

【北広島市】デザートの仕込み

給　与▶�時給900円〜
時　間▶�9:00～17:00（実働8h）�

※早上がりの可能性有
休　日▶��シフト制（週3日～勤務OK）
期　間▶即日～長期
勤務先▶�北広島市

★勤務日数相談できます！

【安平町】洋菓子の製造・出荷

給　与▶�時給1,000円〜
時　間▶���8:30～17:30（実働8h）
休　日▶週休2日制�※シフト制
期　間▶即日～長期　
勤務先▶�安平町

★長期で安定！

【千歳市】洋菓子の製造補助

時給950円〜
【安平町】洋菓子の製造・出荷

時給1,000円〜
【北広島市】デザートの仕込み

時給900円〜

アスクゲートノース
オススメ！オススメ！

求人求人33件件
ご紹介!!ご紹介!!

ご自宅近くからご自宅近くから
職場まで職場まで 送迎送迎あります！あります！

元気に働こう！

★ご自宅近くまで出張登録可能！ ※新型コロナウイルス感染予防対策も徹底しております。

派 洋菓子の製造補助、洋菓子の製造･出荷、デザートの仕込み

●�まずはお気軽にお電話ください｡�
説明会当日都合の合わない方もご相談ください。

�札幌市中央区南1条西7丁目12�都市ビル4階

0120-35-8609

◆飲料の仕分け、ピッキング
仕　事▶�大手スーパー商品の簡単な仕分け作業です。�

無理なく作業できます。
資　格▶�未経験・初心者歓迎、主婦（夫）・学生・フリーター歓迎
給　与▶�時給1,100円〜��

※年末年始も出勤できる方はスタート時から時給1,150円〜
時　間▶�9:00もしくは10:00～18:00（休憩1h)��

※残業の可能性有
勤　務▶�週4～5日（シフト制）�※日数・曜日応相談
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤OK、�

日払い・週払いOK（規定有）
勤務先▶北広島市大曲

株式会社ソーエイ 札幌営業所

労働者派遣業【派13-300627】 職業紹介事業【13-ユ-300763】

恵庭市民会館 2階小会議室
12/9（水）13:00～17:00

恵庭市新町10

来場者全員に
ノベルティグッズを
プレゼント！

LINEから
簡単応募

出張面接会開催!!開催!!

30名30名
募集!!募集!!

即日～年明けまでの短期！即日～年明けまでの短期！
★キレイな常温倉庫で快適♪
★即日勤務可、髪色・髪型・服装自由♪

派 倉庫内作業

パート フロント【1名募集】

パート コース管理【3名募集】

パート ポーター【1名募集】

アルバイト ポーター【2名募集】

仕　事▶�チェックイン・チェックアウト、�
ショップ販売

給　与▶�時給1,050円
時　間▶�下記時間帯で6～8h（季節により変動有）�

6:00～15:00、10:00～19:00�
※ともに休憩1h

休　日▶��月6～7日

仕　事▶�芝の刈り込み、片付け、散水作業等
給　与▶�時給980円
時　間▶�5:00～14:45�※休憩1.75h
資　格▶��18歳以上、車通勤可能な方
休　日▶��週休2日制

仕　事▶�カートへのゴルフバッグの積み降ろし等
給　与▶�時給900円
時　間▶�下記時間帯で6～8h（季節により変動有）�

6:00～15:00、10:00～19:00�
※ともに休憩1h

休　日▶��月6～7日

仕　事▶カートへのゴルフバッグの積み降ろし等
給　与▶�時給870円
時　間▶�下記時間帯で3～6h（季節により変動有）�

6:00～10:00、11:00～17:00
休　日▶��月10～12日

2021年度スタッフ

早期募集!!サービス向上のため

受付窓口
担当/中西☎011-372-6370

期　間▶�2021年4月上旬～11月下旬
待　遇▶�各社保完備（勤務時間・日数による）、

交通費規定支給、有給休暇、�
社員登用制度有北広島市富ケ岡456

サンパーク
札幌ゴルフコース

電話連絡の上、写真付き履歴書をご持参ください。

全国PGMグループゴルフ場での

優待プレー制度有!!

20代から
シニア世代まで
幅広く活躍中 !

サンパーク札幌ゴルフコース

共通
項目

アパ 下記参照

時　間▶�7:30～12:30（実働4h）
勤　務▶�週5日
給　与▶�時給886円+職務加給30円�

★日曜・祝日は時給+30円�
※試採用期間4ヶ月/時給861円

水産 ★フルタイム応相談パート

向陽台店

向陽台店

千歳市
白樺2-3

☎28-3511☎28-3511応募 担当/佐藤

待　遇▶�各社保完備（勤務時間による）、交通費
規定支給、車通勤可、有給休暇、共済会

共通
項目

レジ兼品出し 

時　間▶17:00～21:00
勤　務▶�週3～5日
給　与▶�時給861円

アルバイト

アパ 下記参照

★��学生大歓迎!!
高校生もOK

一緒に一緒に
働きませんか？働きませんか？


