
2022年11月4日（金）ちゃんと 10

恵庭市北柏木町3丁目26
千歳市美々1292番地39号

恵庭営業所
千歳営業所

仕　事▶①建設機械の軽整備、営業 ②一般事務、受付業務他
資　格▶ ①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） 
②パソコン操作出来る方

給　与▶ ①月205,805円(15h分固定残業代21,000
　円を含む) ※職務経験者優遇 
②月174,780円 ※職務経験者優遇

時　間▶  8:00～17:30（実働8h、シフト制） 
※休憩1.5h ①残業月/20～30h ②残業なし

休　日▶ 日曜、祝日他、GW、夏季・冬季休暇 
※土曜日は隔週休み 
★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、施設内禁煙、屋外喫煙可

勤務先▶①恵庭、千歳 ②恵庭

①軽整備・営業 正社員募集②事務

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 営業部

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）

充実の好待遇！ 資格取得制度でスキルアップも！応募

千歳・恵庭 正 軽整備、営業、事務

定年退職後の方や
シニア層の方も
歓迎!!

勤務開始日、面接日も
ご相談ください

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶  新千歳空港関係者専用ゲートにて、 

入出場者の確認業務。通行証の確認や、 
出入者に対してのセキュリティ管理が 
主なお仕事です。

資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶  時給1,000円 

 ※法定研修20h有/18,400円支給
時　間▶ 6:30～21:30の間で実働5～8h 

※休憩1h（勤務時間による） ※残業無 
※1年単位の変形労働時間制での勤務シフト

休　日▶週休2日、シフト制　※年間休日105日 
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、 

国家資格取得制度有（警備員業務検定/費用当社
負担）、喫煙スペース有

勤務先▶ 千歳市平和/新千歳空港国際貨物ターミナル

〒004-0877 札幌市清田区平岡7条3丁目8-22 
平清警備株式会社

011-885-4141担当/山田

まずはお電話のうえ、
写真付履歴書をお持ちください。

応募

30,000円支給!

入社祝い金
入社3ヶ月後

未経験者歓迎
資格取得制度有

千歳 契 施設警備員

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  
※稼働50日前後（排雪も含む）

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

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

勤務日は相談の上決定。

担当/古瀬22-0866電話連絡の上、
写真付履歴書を
お持ちください。

期　間▶雇用期間の定めなし
資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許
時　間▶ 18:00～翌5:00 

1ヶ月単位の変形労働時間制
勤　務▶4勤1休、もしくは週休2日
給　与▶  入社1年間は 

4勤1休/月270,000円   
週休2日/月230,000円を最低保証 
※当社規定有

待　遇▶  各社保完備、入社祝金制度（10万円/規
定有）、制服貸与、退職金制度、車通勤可
（駐車場完備）、喫煙室有

★二種免許取得養成制度有!
★異業種からの転職者も歓迎します!
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さわやか無線センター

千歳 正 嘱 タクシー乗務員

時　間▶ 5:00～10:00の間で実働3h～  
※残業なし

給　与▶時給920円～
勤　務▶週2～3日 ※応相談

時　間▶ 9:30～15:30 ※実働5.25h ※残業なし
給　与▶ 時給920円～ ※経験者優遇 

※土日祝手当500円/1日
勤　務▶週3日～ ※応相談

資　格▶要大型免許
時　間▶ 6:00～22:00の間で実働3h～  

※残業なし
給　与▶ 時給1,000円～
勤　務▶週3日～ ※応相談

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
 0123-27-2000

千歳第一ホテル 千歳市幸町4丁目25-1

期　間▶雇用期間の定めなし
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、 

喫煙スペースなし（喫煙可能な客室有）
勤務先▶ ①②千歳第一ホテル 

③クイーンズホテル

共通項目

千歳 ア パ ベッドメイク、送迎、朝食スタッフ

期　間▶長期（1年毎の更新制）
仕　事▶新千歳空港内 日常清掃
時　間▶ ①【スーパーラウンジの清掃】 

　7:30～12:30、14:00～19:00の間で 
　2～3hからOK 
②【フードコート内の清掃】 
　14:00～20:30の間で2～3hからOK 
※残業なし ※いずれも応相談

給　与▶ 時給920円 ※試用期間/同条件
休　日▶シフト制 ※応相談
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、 

交通費規定支給、喫煙スペース有
勤務先▶新千歳空港旅客ターミナル

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20 第12ふじやビル4F

22-5280 採用係応募

新千歳空港
清掃スタッフ
募集！

★ 現在空港にお勤め中の方など 
空き時間を利用しての勤務も可

WワークOK

千歳 パ 清掃

0120-095-350一般労働者派遣事業（派01-300425）
 有料職業紹介事業（01-ユ-300238）

当社HPお問合せフォームからも応募できます。 https://speed-hokkaido.jp/函館市新川町1-24  R4TM新川町 5F
スピード北海道株式会社

仕　事▶ ビール缶資材の搬出入
資　格▶フォークリフト資格
時　間▶ 7:30～16:30、7:50～16:50  

※休憩1h、残業月10h程度
給　与▶時給1,200円
休　日▶土日、他

仕　事▶電子部品の製造
時　間▶ 8:30～17:00、20:30～翌5:00 

※休憩1.25h、残業月30～40h
勤　務▶ 5勤2休もしくは4勤2休
給　与▶ 時給1,300円 ※22時以降/時給1,625円

期　間▶ ①②3ヶ月更新、 
③3ヶ月（長期も相談可）

待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通勤可（P完
備）、制服貸与、社員登用有、喫煙所有

勤務先▶恵庭市戸磯

《共通項目》
仕　事▶ビール缶の検査
時　間▶ 8:00～15:00、15:00～21:00  

※休憩1h、残業なし
給　与▶時給1,015円
勤　務▶月15日程度 ※変動有

恵庭 派 工場内作業、製造

千歳市大和2丁目2-8ゆあみ茶屋 千歳大和
恵庭市黄金北４丁目4-2ゆあみ茶屋 恵庭

まずはお電話ください！担当/上田・安藤

0120-838-700

介護・看護職員募集！

中・重度化予防
デイサービス

◆看護職員（パート）
期　間▶1年毎の更新　※長期
仕　事▶ 利用者様のバイタルチェック、健康管理・

指導、服薬管理等の看護業務
資　格▶看護師免許、ブランクOK
給　与▶ 准看護師/時給1,300円 

看護師/時給1,400円
時　間▶ 8:30～16:00 

実働5h、シフト制　※残業なし
勤　務▶週3日～OK

◆介護職員（正社員）
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 利用者様の送迎、食事・入浴介助、運動のサ

ポート、レクリエーションの支援、昼食の
調理等

資　格▶ 要普通自動車免許、介護系の資格がなくて
も応募可、介護福祉士、初任者研修・実務者
研修あれば尚可

給　与▶ 月給190,000～270,000円 
※能力・経験による 
※処遇改善手当含む

時　間▶ 8:30～17:30　実働8h、シフト制 
※休憩1h　残業月平均10h以下

休　日▶週休2日、年末年始（12/31～1/3）

《共通項目》
勤務先▶ ゆあみ茶屋千歳富士/ 

ゆあみ茶屋千歳大和/ゆあみ茶屋恵庭
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、昇給年1回、有給休暇

まずは見学に来ませんか？見学後の応募でOK！

千歳市富士3丁目1-10ゆあみ茶屋 千歳富士

千歳・恵庭 正 介護職員 パ 看護職員

仕　事▶宅急便の受付等
時　間▶ 【北斗営業所】8:00～19:00の間で実働5h 

【恵庭営業所】14:00～19:00
給　与▶時給1,000円

②内勤事務

仕　事▶宅急便の仕分け、積込み等
時　間▶ 【北斗営業所】3:00～6:00、3:00～8:00、5:00～8:00 

【旭ヶ丘営業所】5:00～8:00 
【恵庭営業所】5:00～8:00

給　与▶時給1,000円　※12月のみ、時給1,200円

仕　事▶新千歳空港にて荷受け等の作業　
時　間▶【北斗営業所】13:00～18:00
給　与▶時給1,100円

仕　事▶宅急便の仕分け、清掃等
時　間▶【旭ヶ丘営業所】10:00～13:00
給　与▶時給1,100円

③出張荷受け　★直行直帰OK

⑥構内作業　★12月のみ

仕　事▶恵庭の店舗での梱包作業　
時　間▶【恵庭営業所】10:00～15:00、15:00～19:00
給　与▶時給1,100円

仕　事▶旭ヶ丘営業所から千歳ベースへ移動し、荷物の梱包作業
時　間▶【旭ヶ丘営業所】11:00～19:00
給　与▶時給1,100円

④梱包作業　★直行直帰OK

⑤梱包作業

ご応募の際は
希望のセンターへ
お電話ください。

千歳市北斗2丁目2-2 080-5044-1469千歳北斗営業所

千歳市流通2丁目3-10 080-5481-6211千歳旭ヶ丘営業所

恵庭市恵南3番地1 080-5018-3000恵庭営業所
ヤマト運輸株式会社

スタッフ募集
ヤマト運輸 ご応募 

お待ち 
してます♪

帽子もセットの

作業着3つの営業所で
４種類のお仕事から

選べます♪

①早朝アシスト　★12月のみ時給アップ！1,200円

【共通項目】
期　間▶①～⑤2ヶ月毎の更新（長期勤務可）　⑥12月のみ
勤　務▶週3～5日
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、施設内禁煙（屋外に喫煙スペース有）、パートのみ制服貸与
勤務先▶ 千歳北斗営業所/千歳市北斗2丁目2-2、 

千歳旭ヶ丘営業所/千歳市流通2丁目3-10、 
恵庭営業所/恵庭市恵南3番地1

千歳・恵庭 ア パ 仕分け、受付、梱包作業 


