
2021 年 9 月 3 日（金） ちゃんと9

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
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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

ブランクある方もご相談ください
仕　事▶�歯科衛生士
資　格▶有資格者
給　与▶�月給157,000～200,000円 

※歯科衛生士手当を含む、能力・経験により優遇
時　間▶��9:30〜18:30
休　日▶�水･日曜、祝日、GW、お盆、年末年始
待　遇▶�社保完備、昇給年1回、賞与年2回、皆勤手当（月1万円）、

歯科衛生士手当（月1万2千円）、交通費規定支給、�
車通勤可、制服貸与

医療法人社団 日本矯正歯科学会認定医

〒066-0062　千歳市千代田町6丁目41

まずはお電話のうえ、
写真付履歴書をお持ちください。

☎42-0187
担当/採用係

歯科衛生士歯科衛生士 募集!! 募集!!
千歳 正 歯科衛生士

かんたんかんたん 軽作業軽作業でで
時給時給900900円!!円!!

仕　事▶野菜のパック詰め、商品梱包、ピッキング等
資　格▶�未経験者歓迎、60歳未満の方（定年雇用止めの為）
給　与▶�時給900円 ※試用期間1ヶ月/時給861円
時　間▶�①9:00〜17:00（実働7h）�

②9:00〜15:00（実働5h）�
※①②シフト制�
★勤務時間応相談（午前中のみの勤務も可）

休　日▶土曜、日曜、祝日
待　遇▶�各社保完備（勤務時間による）、雇用保険、�

有給休暇制度、交通費規定支給、車通勤可�

担当/採用担当者
受付/10〜17時

千歳市泉沢1007-237

◎電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
☎0123-29-3308

㈱MMCフードサービス

千歳 パ 工場内作業

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-26-2191 《担当》
つのだ

レンタカー・ガソリンスタンド業界の経験者大歓迎!

正社員募集!
仕　事▶�新車、中古車の販売業務、軽整備、他
資　格▶�未経験者歓迎、�

要普通免許（AT限定OK）
時　間▶�10:00〜19:00(実働8h）
休　日▶�4週8休�※火曜定休�

他シフト制�※会社カレンダーによる�
年末年始

給　与▶ 月160,000円～ 
※例/月200,000円以上も可能 
※試用期間1～6ヶ月/時給861円～

待　遇▶�各社保完備、業績賞与年2回、�
燃料手当、交通費規定支給、車通勤可、
カップ式飲料機使い放題

スターオート

千歳市東雲町5丁目7-3�株式会社スターオート 千歳店

http://starauto1995.com/

月20万円以上
も可能‼︎

千歳 正 販売、軽整備

経験者歓迎!
アルバイト パート

仕　事▶�レンタカーの受付、�
軽整備・洗車・送迎のお手伝い

資　格▶�経験者歓迎、�
要普通免許（AT限定OK）

給　与▶�時給920円～
時　間▶�7:30〜19:00の間でシフト制��

※応相談
勤　務▶�週3日〜�※シフト制�

※土・日曜のみ・Wワーク等応相談
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、�

カップ式飲料機使い放題

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-26-2191《担当》
つのだ

千歳市東雲町5丁目7-3�
ニコニコレンタカー千歳東雲町店

車が好きな未経験者さんにもおすすめ♪

千歳 ア パ レンタカー業務

札幌市北区北7条西1丁目2-6■ビルメンテナンス業

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
千歳にて面接を実施します。 担当/熊谷

☎011-707-5228
協和総合管理㈱ 札幌支社

資　格▶経験不問（全力でお教えします。）
給　与▶�①時給950円～  

②時給889円～（試用期間3ヶ月有/同条件）
時　間▶�①8:30〜15:15（実働6h、休憩45分、多少残業有）�

②10:00〜14:00（実働3.5h、休憩30分、残業無し）
勤　務▶�①週休2日制　②週3日〜（応相談）
待　遇▶�交通費規定支給、社保完備、�

制服貸与、有給休暇
勤務先▶千歳市幸町5丁目6-1

ホテルの ❶清掃責任者 ❷共用部清掃

車通勤OK

千歳 パ 清掃責任者、共用部清掃

長期働きたい方募集! 

㈱吉田商店 〒066-0037
千歳市新富3丁目9-2

仕　事▶�炊飯業務及び配送
資　格▶要普免
時　間▶6:00〜16:00
給　与▶�月給170,000円 

＋諸手当15,000～35,000円（定額） 
総支給/185,000～205,000円

休　日▶月8〜9日�※シフト制
待　遇▶�各種社会保険完備�

※いずれも詳細は面談にて。

ちとせライスセンター

電話連絡の上、履歴書お持ちください。お気軽にお電話ください。

☎23-2010受付/9時〜16時

ほぼ、定時で
業務終了しています。

千歳 契 炊飯業務及び配送

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。委細は面談にて。 
新型コロナウイルスの感染予防対策をしています。

ローソン自衛隊東千歳駐屯地店☎22-2241☎22-2241 千歳市祝梅1016

◆北千歳駐屯地内店舗
仕　事▶店内業務全般
時　間▶①6:00〜11:00�②6:00〜15:00�③10:00〜17:00
給　与▶�時給890円
勤　務▶��①週4〜5日�②土日�③週3〜4日
勤務先▶�陸上自衛隊北千歳駐屯地内（千歳市北信濃724）�

※中央バス「北千歳駐屯地前」停すぐ

◆東千歳駐屯地内店舗
仕　事▶�a/陳列その他、レジ作業なし（搬入が無い水・土は除く）�

b/レジ作業有
時　間▶�a/19:00〜22:00��

b/①17:00〜23:00�②11:00〜20:00�
　�③14:00〜23:00�④10:00〜17:00

給　与▶�a/時給865円　b/時給930円 
※19:00～22:00までは時給1,000円 
※22:00～23:00までは時給1,163円

勤　務▶a/週3日�b/週3〜5日
勤務先▶�陸上自衛隊東千歳駐屯地内（千歳市祝梅1016）

資　格▶��車通勤可能な方、�
ダブルワーク・シニア・学生可

待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、社会保険有

共通
項目

Wワーク、シニア、学生ＯＫ!!
駐屯地内のローソンで働こう!!駐屯地内のローソンで働こう!!
普段は入れない場所で、ちょっと働いてみませんか？
千歳 パ 店内業務

0120-376-1170120-376-117

(株)セイショウ アウトソーシング事業部千歳営業部

仕　事▶�派遣スタッフの面談や、勤怠管理、顧客提案、他
資　格▶�高卒以上、未経験者歓迎、新卒・第二新卒歓迎、要普通免許

（AT限定可）
給　与▶�月220,000円～  

※固定残業代45h/48,432円含む（超過分別途支給）　 
※年齢・経験に応じ優遇  
※試用期間2ヶ月/月220,000円

時　間▶�8:30〜17:30
休　日▶�土日、GW、お盆、年末年始
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、�

有給休暇、1人1台社用車貸与（入社1ヶ月後貸与/通勤で
の使用可）、携帯電話貸与、営業手当有、昇給年1回

勤務先▶�千歳営業所/千歳市朝日町8丁目1206番地51
お電話の上、写真付き履歴書・職務経歴書を郵送ください。

【苫小牧営業所/担当�氏川】
受付/9:00〜

HP▶https://job-star.jp/
〒053-0021
苫小牧市若草町1丁目3-12

労働者派遣事業（派01-300201）

★�異業種からの転職も歓迎‼︎�
前職の経験問いません。
★飛び込み営業やノルマ無し！ 2222万円万円～～

月収月収

働く人働く人と�と�
企業を結ぶ企業を結ぶ

千歳 正 法人営業

スタッフ募集!! 900円以上!
+毎月ボーナス有!

どんな働き方どんな働き方
でも大丈夫!でも大丈夫!

担当/吉田

まずはお気軽にお電話ください

090-4612-9624

休　日▶シフト制
待　遇▶社保完備、交通規定支給、制服貸与
勤務先▶�ANAクラウンプラザホテル千歳�

（千歳市北栄2丁目2-1）

共通
項目

仕　事▶客室のベットメイキング、清掃
給　与▶�時給900円～+毎月ボーナス
時　間▶7:00〜17:00の間で実働2h〜

◆客室清掃

仕　事▶廊下やトイレ等の清掃
給　与▶�時給1,000円～
時　間▶7:00〜17:00の間で実働4h〜

◆共用部清掃

千歳市富丘4丁目1-7　ダイヤモンドビル2F��北海道エイト株式会社

千歳 ア パ 客室清掃
ANAクラウンプラザホテル千歳

清掃
時給

★年齢不問  ★扶養内OK   
★未経験者歓迎  ★毎月5日〜OK  
★WワークOK

自分のペースで稼ぎたい方

★社員採用あります   
★1h1,200〜1,600円の方もいます

しっかり稼ぎたい方

まずはお気軽にお電話ください。

北都交通千歳支店は千歳市内・新千歳空港を拠点としたタクシー会社です。

北都交通㈱千歳支店 ☎0123-27-4181 千歳市北信濃
783-1-4人事担当/岩下

増員募集!増員募集!
バスでおなじみの北都交通（株）です。
タクシー部門もがんばっています！

北都交通グループ会社では働く方の労務管理を 
しっかり行いますので、安心して働けます。

給　与▶�完全固定給/月126,000円～  
※別途各種手当有

時　間▶�当社規定による��
※詳細は面談にて

勤　務▶�日勤・夜勤のシフト制��
※日勤専門、夜勤専門も可

仕　事▶�乗務員さんの健康管理と運転業務の準備等、�
GPS対応の無線業務･多少PC操作業務有

給　与▶�完全固定給/月149,500円～ ※別途各種手当有
時　間▶�日勤/6:45〜17:15�

夜勤/16:45〜翌7:10
勤　務▶�月20日程度�※シフト制�

基本週40時間勤務で日勤と夜勤を組み合わせた当社独自の勤務スタイルです。

運行管理者 運行管理補助者

★育成制度有! 
★当社で費用全額負担!

経験がなくても
頑張りたい方を応援します!

タクシー乗務員も同時募集!◆運転管理者、運転管理補助者

《共通項目》　待　遇▶�各社保完備、賞与年2回、有給休暇（入社6ヶ月後10日付与）、自家用車通勤可（無料駐車場完備）

千歳 正 運転管理者、運転管理補助者、タクシー常務員

現在、北海道をはじめ全国各地で
数百頭のワンちゃんを

管理しています。会社運営に
関わる、幅広い人材を募集中！

埼玉県さいたま市西区三橋5丁目1639番地1
受付/平日11〜18時　　人事部採用担当/崎野

WEB応募も
可能です▼まずはお電話ください。面接は勤務先で行います。

写真付き履歴書をお持ちください。

勤務先▶︎DS North Farm（恵庭市北島173-9） 

正社員スタッフ
も同時募集!

★トリマーも同時募集!
月給18万円〜 ※要相談

（試用期間6ヶ月/月給16万円〜）

☎03-5829-8195
有限会社 大浩商事

仕　事▶�犬のお世話、健康管理、交配、出産の補助
資　格▶�犬好きな方、生命を扱うお仕事の為、�

責任感を持ち、心を込めた対応ができる方
給　与▶ 時給930～1,000円 

※経験・能力による 
※試用期間6ヶ月/時給900円

時　間▶�8:00〜18:00の間で実働3h〜OK
勤　務▶�週3日〜�※扶養内勤務可能
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、社保完備�

（勤務による）、正社員登用有
勤務先▶�DS�North�Farm（恵庭市北島173-9）

未経験者 未経験者 
歓迎!歓迎!

ブリーディングブリーディング
スタッフスタッフ募集!!募集!!

恵庭 ア ブリーディング

作業作業スタッフスタッフ短期

株式会社　北海道支店
■一般労働者派遣(派13-01-1084)　〒060-0013 札幌市中央区北13条西18丁目1-8

◆倉庫内での馬鈴薯の選別作業 （案件No.M-001721）
仕　事▶�傷物や変形･変色品を取り除いていただきます。�

幅広い年齢層が活躍中です。
期　間▶9月中旬〜12月下旬　　
時　間▶�8:30〜17:30
給　与▶�時給900～940円
勤　務▶週2〜4日（シフト制）�※応相談
勤務先▶�千歳市東丘（東千歳）
待　遇▶�車通勤可（交通費規定支給）

送迎有

☎011-640-7003
（受付時間�平日9:00〜18:00）土日定休

（代表）
（採用担当）

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
お問い合わせは携帯電話まで。面接は希望地で行います。

080-6803-9493

千歳 派 馬鈴薯の選別作業

☎27-2000
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

仕　事▶�勤怠管理、データ入力等
資　格▶�パソコン操作が可能な方
時　間▶�9:00〜15:00（休憩30分）
勤　務▶シフト制　※月15日　※応相談
給　与▶時給950円
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、�

他応相談
勤務先▶�クイーンズホテル千歳�

（千歳市幸町5丁目6-1）

千歳市幸町4丁目25-1㈱タスク
【24時間受付】

扶養内
勤務可能事務事務

スタッフ募集!!スタッフ募集!!

千歳 パ 事務

仕　事▶事務所の清掃（9/1新築の担当）
資　格▶�要普通免許
給　与▶時給900円
時　間▶�8:00〜16:00（実働3h）�

※応相談（ご希望お伺いします。）
勤　務▶週3日程度
休　日▶応相談
待　遇▶�雇用保険・労災保険、�

交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶�千歳市駒里2295番地�

（交通の便が悪いので車通勤必須）

おおやファーム（株）〒066-0011 千歳市駒里2297

まずはお電話のうえ、写真付履歴書を郵送ください。
面接は事務所で行います。

☎0123-40-6175 担当/村上�受付/平日9〜16時�

Wワークは Wワークは 
業種によって 業種によって 

可能!可能!

きれい好き きれい好き 
な方求む!な方求む!

清掃員募集!
9/1に完成した新築の建物です!
千歳 パ 清掃
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