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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（3）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

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

作業スタッフの登録を
実施致します

繁忙期
を迎え

株式会社 北海道支店
■一般労働者派遣(派13-01-1084)

〒004-0053 札幌市厚別区厚別中央3条1丁目2-30

仕　事▶野菜の選別・出荷作業 （案件No.G-003011)
期　間▶10月～12月
時　間▶ 8:30～17:30  

※休憩1h、残業なし
給　与▶ 時給950円～
勤　務▶週2～4日（シフト制） ※応相談
勤務先▶ 千歳市内
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、全面禁煙

幅広い年代の
男性が活躍中 !

写真付履歴書を送付
してください。面接は
希望地で行います。 受付時間 平日9:00～18:00 土日定休

011-807-8490（代表）

千歳 派 野菜の選別・出荷作業

経験
不問

介護職員募集

苫小牧市字植苗51-156

0144-58-2323
社会福祉法人 緑星の里 老人保健施設  
東胆振ケアセンター

期　間▶ 年度毎の契約更新あり
仕　事▶ デイケアー介護、送迎、 

レクリエーション活動、リハビリサポート等
資　格▶ 要普通免許、未経験歓迎、介護福祉士あれば尚可
時　間▶ ①9:00～17:30 ※実働7.5h 

②7:30～16:30 ※実働8h 
変形労働時間制によるシフト制、 
休憩1h、残業月/5h程度

給　与▶ 基本給：月135,000～165,000円 
例/資格有の場合 
基本給+28,000円（処遇改善+調整手当） 
※処遇改善手当は在籍日数により、 
　年度末にも支給 
※月収例は1例であり、 
保証するものではありません

休　日▶ 年間106日
待　遇▶ 各社保険完備、年1回昇給有、資格取得支援制度

有、年2回賞与、寒冷・住宅・扶養手当、交通費規定
支給、制服貸与、車通勤可、館内禁煙、喫煙ブース有

有給取得しやすい体制あり!!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。 
まずは、お気軽にお電話ください。千歳から車で約25分

受付/9:00～17:30
担当/佐藤

苫小牧 嘱 介護職

街道建設株式会社 〒061-1405
恵庭市戸磯76番地16

まずはお気軽にお電話ください。
（本社）0123-33-8100

（24時間）090-8638-5842応募

タイヤショベルによる
除雪のお仕事!!

12月スタート！

期　間▶ 12月～翌3月31日  
※実働50日前後

仕　事▶ タイヤショベルオペレーター 
（民間駐車場）

資　格▶ 普通免許（ミニショベル）、 
大型特殊免許（中型・大型ショベル）

給　与▶ 月給22～33万円  
※資格・経験による

時　間▶ 1勤務8h前後  
※休憩有、残業なし

待　遇▶事務所内喫煙スペース有

恵庭 期 除雪作業

仕　事▶ホール業務全般
時　間▶ 18:00～23:30　 

※休憩なし、残業なし 
（状況により多少延長の可能性あり）

◆ 本店

仕　事▶厨房(惣菜・弁当調理補助）、宅配
時　間▶ 8:30～13:00、15:00～20:00 

※休憩なし、残業なし

◆ 航空自衛隊千歳基地店

《共通項目》
期　間▶雇用期間の定めなし
資　格▶未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶ 時給1,000円～ 

※22時以降時給1,250円
待　遇▶ 雇用・労災保険、制服貸与、車通勤可

（無料駐車場あり）、受動喫煙対策有

い酒やえどや
【千歳基地店】千歳市平和無番地【本店】千歳市幸町1丁目16-1

応募の際、希望の店舗を
お知らせください。 42-9103
電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

千歳 ア パ ホール業務、調理補助、宅配

★週2、3日～OK!! 
★シニア世代活躍中!!
★有給休暇の取得率、ほぼ100%！
★ 異業種からの転職者多数！前職の経験を生かせます。 
（ホテルマン・飲食店・営業マン等、前職は様々）

東洋ワークセキュリティ㈱千歳営業所
千歳市幸町3-15エレガンスビル4階

■警備事業（宮城県公安委員会認定第22000353号）

期　間▶雇用期間の定めなし　※60歳以上は1年毎の更新制
仕　事▶ お客様や車両の誘導等
資　格▶ 18歳以上（省令2）、有資格者尚可
給　与▶ 日給8,150～17,150円
休　日▶ 週休2日（他会社カレンダーによる）
時　間▶ シフト制（実働8h）　※残業なし 

★日勤のみ、夜勤のみもOK! 
8:00～18:00、21:00～翌7:00他

勤務先▶ 千歳・恵庭市内、近郊 ※現場への直行直帰可能 
例）新千歳空港での車両誘導、他、現場多数

待　遇▶ 交通費規定支給、社保完備（勤務による）、昇給制度
有、賞与年2回、有給休暇、制服貸与、法定研修有 
（6日間×6h×時給920円=33,120円支給）、 
新生活応援支援金支給（規定有）、事務所内禁煙

★全国に45営業所を展開！
 0123-29-3203 採用担当/清水

◆ 【現場多数あります!!】常駐警備スタッフ
元気に活躍中！

まずはお気軽にお電話ください。
面接時に写真付履歴書をお持ちください。

20代
30代

40代
50代

70代

60代

▲スタッフの年齢構成（イメージ）

の方も
多く在籍！

60歳以上

203%2022年と
2020年対比

売上増収・増益
北海道エリア コロナ禍でも常 駐

案 件
多 数

対
象
11月30日までに
入社した方全員

概
要

入社後3ヶ月の期間限定で「新生活応援支援金」
として、日給に1,500円を加算します。
※入社後3ヶ月は、日給8,000円＋150円＋1,500円＝9,650円

千歳・恵庭・他 契 ア パ 常駐警備スタッフ

新生活応援支援金支給！5名
募集
5名
募集

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 空港内土産物店でのレジ・販売・品出し等の 

店内業務
給　与▶時給930円～
時　間▶ ①10:00～19:00（実働8h、休憩1h） 

②12:30～19:00（実働6h、休憩0.5h） 
※出勤時間の相談可

勤　務▶週2～5日　※平日のみ、土日のみも相談可
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、有給休暇、交通費

規定支給（上限15,000円まで）、試用期間1ヶ
月有（同時給）、喫煙場所有

㈱ハスカップ
千歳市美々新千歳空港ターミナルビル2F

ハスカップとアイスワインのお店

【受付/9～17時】採用係0123-46-5641
 電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

フルタイムも扶養内勤務も働き方選べます！

学
生
可

千歳 ア パ 店内業務、レジ

㈱肉の山本 千歳市流通3丁目2-20123-23-7617
まずはお気軽にお電話ください。

 http://www.29yamamoto.jp/
担当/菊地

仕　事▶ パック詰めの簡単作業、 
ギフト商品を梱包発送する作業

期　間▶11～12月
資　格▶ 年齢不問、未経験者歓迎
給　与▶ 時給1,100円
時　間▶ 9:00～17:00 休憩1h、残業月/20h程度 

※応相談
休　日▶ 日曜、祝日、他（会社カレンダーによる）
待　遇▶  車通勤可（無料駐車場有）、制服貸与、喫煙室有

加工スタッフ・梱包発送スタッフ

パート

私達とおいしいお肉を
皆様にお届けしませんか？

2ヶ月の短期募集
※12月は祝日の出勤有

★

日の出小学校
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梅ヶ丘郵便局

★

千歳 パ 加工スタッフ、梱包発送スタッフ

0123-24-2111
千歳市千代田町2-2-10

ホテルウィングインターナショナル千歳

清掃スタッフ募集♪
主婦（夫）歓迎！WワークOK!

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶ 客室清掃・ベッドメイクなど 
給　与▶時給920円～
時　間▶ 9:30～15:00（実働5.5h） ※休憩30分
資　格▶ 未経験者歓迎
勤　務▶ 週2日～OK ※平日のみ・土日のみの勤務可
待　遇▶ 各社保完備（勤務による)、交通費規定支給、車通

勤可（無料駐車場完備）、昇給有、制服貸与、受動喫
煙対策有

女性活躍中♪

千歳 パ 清掃スタッフ

まずはお気軽にお電話ください。担当/金子

期　間▶ 12月末位まで（来年は4月からスタート）
仕　事▶ レンタカーの車内のお掃除
資　格▶ 要普免（AT限定可）
給　与▶時給920円
時　間▶ 8:00～21:00の間で3h～ 

【例/10:00～14:00】　※残業なし
休　日▶土日祝、他希望日
勤　務▶ 週2日～OK
待　遇▶ 車通勤可、交通費全額支給、屋外に喫煙スペース有
勤務先▶ トヨタレンタカー内洗車棟（千歳市美々758番地）

勤務先にて面談致します。履歴書は不要です。

トヨタレンタ専属人材採用会社
(有)アトムプロジェクト
〒062-0041 札幌市豊平区福住1条1丁目10-1

採用係011-836-9095

年末までの短期

お休み希望100%！急なお休みもOK！

詳しくは右の 
二次元コードから

見学歓迎♪

千歳 ア レンタカーの車内清掃

千歳 ア パ 販売・商品管理

期　間▶ 10月31日～翌2月頃  
※5月頃まで延長の可能性有

仕　事▶ 電話・メール・FAXでの受付業務 
（面接時に業務内容はご相談させていただきます。）

給　与▶ 時給920円
時　間▶ 9:00～18:00の間で実働6～8h 

※ 基本残業なし、繁忙期に限り1～3ｈ事前相談
のうえ可能な範囲でご協力いただく可能性有

休　日▶ 月9～10日 ※時期により変動有
勤　務▶ 週3日～
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、送迎有（千歳駅）、館内禁煙
（事務所内に喫煙スペース有）

株式
会社 千歳市泉沢1007-111ケイシイシイダイレクトマーケティング部

まずはお気軽にお電話ください。

0123-48-2800
【受付/9～17時 担当/江藤】

コールセンター 
スタッフ

● フルタイムや土日勤務が可能な方歓迎!

●未経験者歓迎! 研修・サポート体制充実！
●千歳駅から送迎有！

5名
募集!

千歳 ア パ 受付

勤務時間・日数ご相談ください!

扶養内勤務可能！ 仕　事▶夜間の管理業務
給　与▶ 時給1,000円 

※22～翌5時/時給1,250円
時　間▶22:00～翌7:00　※休憩1.5h
休　日▶週休2日以上

千歳市青葉5丁目6-10ホテル サブリナ

仕　事▶客室清掃、備品補充
給　与▶ 時給980円～1,000円　 

※22時以降/時給1,225円～
時　間▶ ①7:00～19:00の間で6h程度 

②18:00～24:00　※休憩0.5～1h
勤　務▶週2～3日以上

【共通項目】
待　遇▶ 車通勤可、エプロン貸与、労災保険

有、雇用保険有（条件有）、休憩室禁煙

◆ 清掃スタッフ ◆ 管理スタッフ

まずはお電話ください。 26-7730

千歳 パ 清掃、管理

期　間▶ 即日～翌3月頃まで 
※次年度以降継続雇用の可能性有

仕　事▶ 玉ねぎ、馬鈴薯等、 
野菜の選別・パック詰め

資　格▶ 未経験者歓迎、自力通勤可能な方
給　与▶時給1,000円
時　間▶  8:30～17:30  

※実働8h、残業有（1日/0～2h程度）
勤　務▶週2～5日 ※応相談
休　日▶ 日曜日 ★お休みは希望に応じます
待　遇▶ 各社保完備（勤務による）、交通費

規定支給、車通勤可、喫煙所有

恵庭市戸磯
193-6

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-35-3131
株式会社HAL GREEN

1,000

受付/8:30～17:30
担当/櫻田、片桐

恵庭 パ 野菜の選別・パック詰め

期　間▶1年毎の更新制 
仕　事▶ 学校内女子寮監業務（学生の指導・管理、

電話対応、荷物・郵便物の管理、清掃等）
資　格▶ 未経験者歓迎
時　間▶ ①8:00～17:00（休憩有） 

②16:00～翌8:00 
　（休憩・仮眠時間有、実働8h） 
※①②ともに、時間応相談

給　与▶ 月給210,000円
休　日▶ シフト制
待　遇▶ 各社保完備、夜間割増手当有、交通費

規定支給、車通勤可、制服貸与、寮内に
喫煙スペース有

学校法人日本航空学園

千歳市泉沢1007-95

担当/佐々木
0123-28-1155

【受付/8～17時】

まずはお気軽にお電話ください。

寮監
募集！

さん

日本航空大学校
北海道新千歳空港キャンパス

千歳 契 寮監


