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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

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

勤務先▶�道内全域　�
※希望者は本州方面での勤務も可

時　間▶�8:00～17:00
給　与▶月20万円～　※能力により優遇
休　日▶�基本土日祝　※休日出勤の場合有
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、社保完備、�

賞与年2回、退職金制度有

千歳市泉沢1007-289

まずはお気軽にお電話ください。

未経験者歓迎!

080-6819-0969 担当/前田

株式
会社ジオコン北海道営業所

モノレール（傾斜地用
運搬機 ）

正社員募集!

1名1名
募集募集

その他 正 モノレール工事

 まずはお気軽にお電話ください。 《担当》三浦

☎0123-23-2607【受付/8:30～18:00】【受付/8:30～18:00】

◆お客様レンタルスタッフ
仕　事▶�企業やお店等へ訪問しての、�

ダスキン商品（マット・モップ等）の交換
給　与▶�時給861円
時　間▶�8:30～15:30※実働6h��

※月平均5h程度の残業有
休　日▶�土日祝、GW、年末年始、他シフト制�

※週3～4日勤務
資　格▶�学歴・経験・年齢不問、要普通免許
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費規定支給、�

車通勤可、無料駐車場有、有給休暇有

レンタルレンタル
スタッフスタッフ 急募急募募集!募集! 未経験者歓迎!未経験者歓迎!

〒066-0083　千歳市みどり台北1丁目4-8

千歳 パ お客様レンタルスタッフ

未経験者歓迎！

� 電話連絡の上、写真付き履歴書をご郵送ください。

〒066-0004 千歳市泉郷403番地9
社会福祉法人千歳いずみ学園 

担当/越中（えっちゅう）

◆正社員
給　与▶�月192,000円～（処遇改善手当含む）�

※経験・年齢等考慮のうえ規程により決定�
※賞与有（規程による/昨年実績年2回4.0ヶ月）

時　間▶�①8:30～17:30（シフトにより前後）�
②16:00～翌9:00（夜勤）

休　日▶�シフト制�※年間休日106日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、住宅・寒冷地・資格

他各種手当、有給休暇、資格取得助成制度有
◆パート
給　与▶�時給980円
時　間▶�8:30～18:30（実働4h～応相談）
休　日▶�土日祝�※応相談
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、有給休暇

☎29-2023

生活支援生活支援員員募募
集集

《共通項目》
仕　事▶�知的障がい者支援施設での入所者への�

日常生活に対する支援をするお仕事です。
資　格▶�資格・経験不問
勤務先▶�障がい者支援施設いずみ（千歳市泉郷403番地9）

千歳 正 パ 生活支援員

仕　事▶�ジェラートの製造業務
時　間▶��7:30～16:00�※シフト制
給　与▶�時給900円�

※試用期間3ヶ月/時給861円～
勤　務▶�週2～4日�※季節により変動有��

※月曜、第二火曜定休日
待　遇▶�制服貸与、車通勤可、試用期間3ヶ月、�

ジェラート・スイーツ50％OFF特典有

恵庭市黄金南2丁目19-8

担当/太田

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-21-9915
ジェラテリア ジジジェラテリア ジジジェラート専門店

ジェラート製造スタッフア/パ

盛況に盛況に
つき!つき! スタッフ増員スタッフ増員

2名募集!!2名募集!!

恵庭 ア パ 製造

50〜60代の50〜60代の
女性活躍中!女性活躍中!

長期で
働ける方 
歓迎!

恵庭市北柏木町3丁目74-1�
写真付履歴書を郵送ください。 追って面接日をお知らせいたします。

学校給食配送学校給食配送
ドライバー募集!!ドライバー募集!!

☎0123-32-1111
テーオー運輸株式会社

担当/世永（よなが）

仕　事▶�恵庭市内の中学校へ給食コンテナの配送と回収業務
資　格▶中型自動車免許(8t限定不可）
時　間▶�9:00～15:00の間で5h程度
休　日▶�土日祝、他（学校の休み期間等）�

※年間184日程度の勤務です。
給　与▶日給5,000円
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場有）�

★道外大型ドライバーも同時募集!

〒061-1433

恵庭 パ 学校給食配送ドライバー

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

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

土日勤務
できる方
大歓迎!!

スタッフ募集
◆精肉◆精肉

◆レジ◆レジ

時　間▶①8:00～13:00�
������������②12:00～17:00

時　間▶8:00～13:00

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

 

共
通
項
目

千歳 パ 店内業務　

千歳市桜木3丁目1-1
ラブアリス千歳桜木児童通所支援センター

利用者さまの増加に伴い増員募集増員募集です！

資　格▶�教員免許、保育士、児童指導員要件を満たす方、�
無資格でも応募可

時　間▶13:00～18:00�※他の時間も相談可
給　与▶�有資格者/時給1,000円～�

無資格者/時給950円～
勤　務▶週2日～
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

制服貸与、試用期間6ヶ月有

☎0123-23-0081採用担当

まずはメールかお電話でご連絡ください。

lovealice.chitose@gmail.com

★言語聴覚士も同時募集/月22万円～

1人1人に目が届く、安心できる環境を目指しての募集です。
スタッフの働きやすさも大切にしています。

千歳 パ 児童デイサービススタッフ

仕　事▶�アパート等の入退去の立会いや、家賃管理、入居者案内、
データ入力、アパートの手入れ等の管理業務の補助

資　格▶�要普通免許、パソコン操作(入力程度)可能な方、年齢・�
学歴不問、水道周りの水漏れ修理等の経験がある方歓迎

給　与▶�時給950円
時　間▶�9:00～18:00　※応相談
勤　務▶�週2日～　※仕事が少ないときはお休みOK�

★ご自身で出勤日を調節できます。
待　遇▶車通勤可、社有車有
勤務先▶千歳市・恵庭市他

恵庭市
漁町102-1

■建物サービス業、清掃業、リフォーム業

採用係お気軽にお問合せください！ ☎35-5555

定年退職後の方の応募も歓迎
管理業務補助管理業務補助募集!!募集!!
千歳・恵庭・他 ア 管理業務補助

≪配送ドライバー同時募集≫
時給1,200～1,500円

千歳市根志越572-94平和物産㈱

急募!!急募!!11月末までの 短期加工スタッフ
期　間▶�即日～11月末�※変動の場合有�

※次年度再雇用の可能性有
仕　事▶�鮭を機械で洗浄し段ボールに詰め

る作業や、イクラを選別し箱詰め
する作業

資　格▶�未経験者歓迎、車通勤可能な方歓迎�
★子育て中の方も歓迎！

給　与▶時給960～1,000円
時　間▶��9:00～17:00の間で応相談
勤　務▶�週2～4日程度�

★ご希望を伺います。
待　遇▶�雇用・労災保険、送迎応相談�

交通費会社規定にて支給（上限有）

［担当］
林☎24-5403応募

千歳 ア 食品加工

三好梱包商事有限会社��本社�人事部
〒065-0033��札幌市東区北33条東16丁目4-22

三好梱包商事（有）千歳事業所

仕　事▶�農業機械の組立・梱包作業、�
木枠釘打ち・木箱製作など

資　格▶�35歳以下　※長期勤続によるキャリア
形成のため若年者などを募集

給　与▶月給200,000～220,000円
時　間▶�8:00～17:00(実働8h)
休　日▶�土日祝(年間121日+特定年休5日)
待　遇▶�各社保完備、有給休暇制度、交通費規定�

支給、制服貸与、車通勤可(駐車場完備)
勤務先▶�千歳市上長都第3工業団地内

写真付き履歴書を下記住所へご郵送ください。�
後日面接日をご連絡いたします。

※応募書類は求人者の責任にて廃棄いたします。

梱包作業
スタッフ募集!
正社員

将来幹部候補！

《お問合せ》　☎0123-22-4368（梱包請負業）

お気軽にお問合せください★

千歳 正 工場内梱包作業スタッフ

千歳
期　間▶8月下旬～翌3月頃　※委細面談
仕　事▶�受付事務、電話対応や患者誘導等の�

医療補助
資　格▶�未経験者歓迎、簡単なPC操作可能な方
給　与▶時給900円
時　間▶��8:30～17:30　�

※実働7h�※休憩12～14時
勤　務▶�月・火・木・金
休　日▶�水・土・日・祝
待　遇▶�各社保完備（希望者）、交通費規定支給、�

車通勤可、制服貸与

パ 事務兼医療補助

〒066-0025　千歳市梅ヶ丘1丁目4-1【受付/月・火・木・金�9:00～17:30】　担当/早坂

応
募
☎0123-22-3755 医療法人社団 誠仁会 梅ヶ丘クリニック

事務兼
医療補助
スタッフ募集!

ワクチン接種や秋冬に 
備えての増員募集です!

★未経験者歓迎!
★土日祝休み!

◆店長候補/正社員�
★月収例…入社10年目/月給55万円
資　格▶�要普通免許、学歴不問、�

エステティシャン・美容師・ネイリスト・�
アイリスト・セラピスト等の経験者歓迎

給　与▶�月給214,397円以上�
（基本給185,000円�※固定残業22h/29,397円含む）��
※試用期間3ヶ月/時給1,050円��
★年4回昇給査定有

時　間▶�10:00～22:00の間でシフト制
休　日▶�シフト制�※年間休日105日��

★年間3回まで4連休取得可

東京都中央区銀座5丁目8-20　銀座コア5F0120-168-618 PROUD BEAUTYまずはお気軽にお電話ください。面接は店舗で行います。

資格や経験が
なくてもOK！

資格や経験を生かして
ステップアップしたい

美容に興味がある方に
おすすめのお仕事です♪

店長候補 受付兼
インストラクター

オープニング
スタッフ募集!!

ホクレンショップ東郊店内に

セルフエステが
OPENします！

千歳 正 店長候補ア パ 受付兼インストラクター

◆受付兼インストラクター/アルバイト・パート
資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶�時給950円～
時　間▶�10:00～22:00の間で4h以上（シフト制）
勤　務▶�週3日以上�※応相談

【共通項目】
待　遇▶�社保完備、交通費支給(月1万円迄）、車通勤可、賞与

有、正社員は勤続1年以上で海外研修有、脱毛無料
勤務先▶�SELF�BEAUTY�GRACIA�千歳店�

（千歳市東郊2丁目7）�
ホクレンショップ東郊店内�★8月下旬オープン

仕　事▶�新築物件の検査。必要箇所をデジタルカメラで�
撮影し、報告書をご自宅のパソコンからメール�
で送るお仕事です。慣れれば簡単なお仕事です。�
分譲多棟現場の検査がメインです。

資　格▶�建築士（1級・2級）必須、PC操作が可能な方、�
木造建築の経験がある方優遇

給　与▶�完全出来高制/�
検査の種類により3,300～5,700円（税別)/件�
(躯体検査は1件約1時間、配筋及び型枠検査は�
1件40分)

時　間▶��9:00～18:00の間で応相談
勤　務▶�1日数件の検査で、1週間のうち数日の勤務　�

※出社の必要なし
勤務先▶�千歳市内および近郊�

（ご自宅を中心とした近隣、または近郊です。）
弊社HPのお問い合わせより、必要事項を
明記の上お申し込みください。 【HP】�https://nature-card.co.jp/
株式会社ナチュレカード 愛知県名古屋市東区矢田1丁目9-22

業務拡大につき

木造建築の経験ある方優遇

★�検査員さんの平均年齢は54歳！�
定年を迎えられた方もバリバリ頑張っています。

検査
スタッフ募集

☎︎050-3539-4187（求人専用）

年齢年齢
不問不問

副業副業
O KO K 未経験可未経験可

出社�出社�
必要必要
なしなし

千歳・その他 委 住宅の検査業務

丁寧指導で未経験
の方も安心!!

千歳カントリークラブ

千歳カントリークラブ〒066-0005
千歳市協和814

http://www.chitosecc.jp/

スタッフ
追 加 募 集
JR千歳駅から車で30分程度、安平町・長沼町から車で15分程度

期　間▶即日～11月30日
勤　務▶�シフト制
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）

共
通
項
目

☎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。

コース管理［期間社員・パート］
◆コース整備
時　間▶�5:00～17:00の間で実働4～8h
給　与▶�期間（経験者）/時給1,100円～�

期間（未経験者）/時給1,000円～�
パート/時給1,000円

休　日▶�期間/月6～8日　パート/月10日

千歳 期 パ コース管理 期 調理師

レストラン［期間社員］
◆調理師
時　間▶7:00～18:00の間で実働8h
給　与▶�時給1,300～1,500円
休　日▶月4～6日

急募急募
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