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HEIWA KOUSAN CO.,LTD. ■千歳本社/千歳市千代田町6丁目8番地 平和駅前ビル 4F

0120-213015（株）平和恒産

千歳駅前店AbleNetwork
AbleNetwork

TEL.0123-40-0300
恵　庭　店 恵庭市緑町2-3-7 TEL.0123-39-3002

賃貸仲介実績
「全国No.1」

千歳市千代田町6丁目11番地

不動産の
HOME SWEET HOMEHOME SWEET HOME

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

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

［正社員］ハウスアドバイザー
仕　事▶物件の案内・説明、契約に係る業務
時　間▶ 9:30～18:30 ※残業ほぼなし 
給　与▶ 月172,000円～
資　格▶ 高卒以上、要普免、基本的なPC操作可

能な方、業界経験者歓迎、有資格者優遇 
休　日▶シフト制 ※ 月7日以上/年間105日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

車通勤可、昇給制度有、賞与年1回、 
各種手当有（資格・役職）

AbleNetwork千歳駅前店

〒066-0062 千歳市千代田町6-11
株式会社平和恒産

お客様へのサービス向上と、
働く環境をさらにより良いものに

する為の募集です。

★ お客様からの「ありがとう」の言葉にやりがいを感じます。

●電話連絡の上、写真付き履歴書を郵送ください。
担当/小川☎0123-40-3000

http://www.peace-room.co.jp

千歳 正 ハウスアドバイザー

向陽台店

スタッフ
各1名募集!!

時　間▶ ①8:00～12:00 ②12:00～16:00 
※①②シフト制 ※要相談

時　間▶ ①9:00～13:00 ②12:00～16:00 
※①②シフト制 ※要相談

農産

レジ

パート

パート

《共通項目》
給　与▶ 時給914円 

※試採用期間3ヶ月/時給889円～ 
★日曜・祝日は時給+30円

勤　務▶週5日 
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、有給休暇、

共済会

向陽台店千歳市白樺2-3

☎28-3511応募 担当/安田

千歳 パ 農産、レジ

グループホーム 北のくにから
〒061-1353　恵庭市島松本町4丁目8-25

㈲セカンドライフ

☎0123-37-2985まずはお電話ください。
担当/小野瀬

◆介護スタッフ
仕　事▶ 入居者様の生活のお手伝い
資　格▶ 不問、未経験の方大歓迎、 

マンツーマンで指導させていただきます。
給　与▶ 時給900円 ※試用期間/時給890円
時　間▶ ①7:00～16:00　②8:30～17:30　 

③10:30～19:30　 
※①～③選択可（シフト制） 
※休み希望は応相談

勤　務▶ 週2～5日 ※日数応相談
待　遇▶ 各社保完備、資格手当（試用期間後）、 

交通費（月25,000円迄）実費支給、車通勤可、 
処遇改善手当年3回別途支給、正職員登用制度有

夜勤ナシで
働きやすい笑顔があふれる♪

恵庭 ア パ 介護

20代～60代
みんな大活躍中!

働き方について、
遠慮なくご相談ください！

勤務先▶ トヨタカローラ札幌㈱総合物流センター
仕　事▶ 新車・中古車の洗浄ラインでの車内清掃。掃除機 

がけや、シートの拭き掃除など、簡単な作業です。
休　日▶ 日曜・祝日、他シフト制（月7～10日） 

★GW・お盆・年末年始の長期連休有 
　（年間所定休日108日）

時　間▶ 9:00～17:00
給　与▶ 時給920円～ 

（月22日勤務の場合、月収141,680円以上可能）
資　格▶ 要普通自動車運転免許（運転経験1年以上）
待　遇▶ 交通費当社規定支給、社会保険完備、作業服貸与、

有給休暇有、能力に応じて昇給有、車通勤可

恵庭市北柏木町3丁目73

まずはお気軽にお電話ください。面接日時をお知らせします。
写真付履歴書をお持ちください。

担当/ 三浦・傳法(デンポウ)
☎0123-47-8000

トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター

トヨタカローラ札幌

担当/酒井
☎0123-33-9660

新車 中古車

恵庭 契 洗浄ライン作業

簡単作業! 連休有!未経験者歓迎!

北海道クリーン開発㈱ 〒053-0016
苫小牧市寿町2丁目3-14

（田口）応 募

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は勤務先にて行います。委細面談。

未経験者歓迎！！

0120-03-6323
　080-2871-5294

千歳 パ 清掃

◆スーパーアークス千歳店
時　間▶ 7:00～10:00、13:00～17:00  

※シフト制
勤　務▶ 週4日程度
【共通項目】
給　与▶時給889円
資　格▶未経験者歓迎
待　遇▶ 労災保険、制服貸与、 

交通費規定支給、車通勤可

◆ちとせモール
時　間▶ 14:30～19:30　※シフト制
勤　務▶ 週5日程度

勤務日数 相談可！！

すぐに働けます! まずはお電話ください。

クリーニングスタッフ募集!

■病院・施設関係のリネン類のクリーニング業

千歳市泉沢1007-207 ☎0123-28-3771㈱北海道シルバーサービス 千歳工場

待　遇▶ 送迎有(千歳市内のみ、応相談）、社保完備、車通勤OK、 
交通費規定支給、昇給有、社員登用有、試用期間有

小～大型の洗濯乾燥機の操作と関連 
業務全般を行います。

時　間▶ 7:00～19:00の間で実働6～8h
勤　務▶ 週4～5日で応相談（土･日曜休み） 
給　与▶時給889円～

洗濯乾燥担当スタッフ

社員希望大歓迎!! 安定して働けます♪
子育てママ応援中!! 勤務時間調整OK♪送迎有!

クリーニング品仕上げスタッフ

時　間▶ 基本8:00～17:00の間で実働6～8h 
※応相談 （例/9:00～15:00、10:00～17:00等）

勤　務▶ 週2～5日で応相談（土･日曜休み）
給　与▶時給889円～

シーツ・タオル等を機械に入れたり、 
手で畳むカンタン作業!!

20～40代 活躍中!! 短期も大歓迎!!

共通
項目

すぐに
働けます!

千歳 ア パ 工場作業

経験
不問

E-mail 投稿のみ受付です。①ペットの画像（640× 480ピクセル以上、縦向き、1メールに1点の
み添付）②ペットの名前（ひらがな・カタカナで）③投稿者の住所（町名まで、枝番不要）④投稿者
の名前（ペンネーム可）を明記のうえ、下記メールアドレスまでお送りください。※応募多数のため
掲載の時期、可否については一切お答えできません。※多頭飼いの集合写真歓迎。
※過去 1ヵ月以内に掲載された投稿者のご応募はお控えください。 　pet@chanto.biz

ぴよすちゃん なめこちゃんコロンちゃん ミミちゃん＆ココちゃん 海ちゃん クッキーちゃん
恵庭市恵み野
お母ちゃんさん

恵庭市恵み野
ゆりあんさん

千歳市清流
ころころんさん

恵庭市黄金南
ねこママさん

千歳市あずさ
海ママさん

千歳市勇舞
クッタラさん

ライムちゃん＆ポムちゃん

ルルちゃん

チロルちゃん

カメちゃん

凪ちゃん

サブローちゃん

だいふくちゃん

オズちゃん

はなちゃん＆ふうちゃん

ちーすけちゃん

おもちちゃん

ソラちゃん

リップちゃん

ムツちゃん

恵庭市和光町
ライポムの母ちゃんさん

千歳市勇舞
ゆかりさん

千歳市
うっち～さん

恵庭市島松寿町
まさとくんさん

恵庭市黄金南
つばそらさん

恵庭市美咲野
桜もちさん

恵庭市美咲野
ともたさん

恵庭市有明町
かさーんさん

恵庭市島松寿町
おささん

恵庭市美咲野
はやかれさん

千歳市北斗
ぷりんさん

恵庭市福住町
ソラのお父さんさん

恵庭市柏陽町
わんこさん

千歳市文京
メグミルクさん

ばふちゃん
千歳市文京
とまちゃんさん


