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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（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

期　間▶ 2023年3月31日まで
仕　事▶ 玉葱・馬鈴薯等、 

野菜の選別・カット等の加工業務
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給930円
時　間▶ 8:45～17:00の間で応相談 

※フルタイム/休憩1.5h 
※残業月0～10h

勤　務▶ 週3～6日で日数応相談  
※日曜日はお休みです。

待　遇▶ 車通勤の方は交通費規定支給、喫煙室有 
※ 8:45～17:00まで勤務の方に限り、 
JR千歳駅からの送迎有

〒066-0051
千歳市泉沢1007-134

青果物卸売り
株式会社北泉
28-2695応

募 担当/七島
受付/平日9～18時

★ 開始・終了時間 
も応相談！

★ 急なお休み 
にも対応可

千歳 パ 野菜の選別・加工

詳しい応募方法・申込書類等はHPより確認できます。

検索千歳市社会福祉協議会

27-2525 総務課 総務係【お問合せ】

総合職員

〒066-0042 千歳市東雲町1丁目11
千歳市社会福祉協議会
社会福祉法人

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 介護保険事業等、本会業務全般 
資　格▶ 介護支援専門員又は介護福祉士、要普通免許(AT限

定可)、平成5年4月2日以降に生まれた方、学歴・経
験不問、60歳定年制（再雇用制度有）

時　間▶8:45～17:15　※休憩45分　※時間外有
給　与▶ 月額182,200円（4年制大学新卒の場合) 

※経験に応じて加算有
休　日▶ 日曜日・他1日の週休二日、祝日、年末年始 

※年間125日程度、他特別休暇制度有
待　遇▶ 各社保完備、通勤・扶養・住宅手当、期末・勤勉手

当、退職金有、昇給有、受動喫煙対策有
応　募▶ 第一次試験/書類審査 

第二次試験/12月16日（金）13:30から 
【受付締切】12月9日（金）必着 
郵送の場合… 「職員採用申込書在中」と朱書きし、

簡易書留郵便にて郵送
　　　　持参の場合… 平日8:45～17:15の間に持参
　　　　※申込書類は返却いたしません。

募集します。
千歳 正 福祉・介護総合職員

期　間▶即日～翌3月末
仕　事▶ お菓子工場での、ケーキや 

チョコレート等洋菓子の製造補助
時　間▶ ①8:30～17:30　②12:30～21:30 

③18:00～翌3:00 
※時間選択可、短時間勤務可　※休憩1h、繁忙期残業有

給　与▶ 時給1,231円～　※22時以降深夜割増有
勤　務▶週4日～　　　休　日▶土日
勤務先▶千歳市泉沢

期　間▶3ヶ月毎の更新制　※長期
仕　事▶冷凍コロッケの加工・包装作業
時　間▶ 8:00～17:00、24:00～翌9:00 

※時間選択可、短時間勤務可　※休憩1h、残業なし
給　与▶ 時給1,100円～　※22時以降深夜割増有
勤務先▶恵庭市
【共通項目】
資　格▶未経験者歓迎
待　遇▶ 各社保完備、交通費実費支給、車通勤可、 

残業手当、施設内分煙

㈱リンクアソシエーション
札幌市白石区南郷通18丁目北7-17谷口ビル4F

労働者派遣業(派)01-300477  有料職業紹介事業01-ユ-300256

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

★難しい作業はなし！誰にでもできる簡単なお仕事です

週払い可　退職金制度有
★来年3月までの短期　千歳市内送迎有

採用係

担当/坂本

011-846-0172
080-9618-3992

千歳・恵庭 派 製造、加工、包装

出張面接 
OK

千歳市内/東雲町官庁 （水道局）季節短期
◆除雪作業（手作業）

期　間▶12月中旬～翌3月末まで
仕　事▶手作業にて、除雪業務
給　与▶ 時給1,500円（交通費含む）
時　間▶ 5:00～10:00※積雪量による

千歳 パ 除雪作業

千歳市美々新千歳空港内ターミナル アネックスビル1階
東京美装北海道 ㈱千歳支店

応
募

0123-24-3771平日

090-9753-1547土日

千歳市新富1丁目7-5
 平和ビル1F

22-7400【受付時間/9～16時】応 募

期　間▶雇用期間の定めなし
勤務先▶千歳市新富
仕　事▶ ガソリンスタンドでの日常清掃 

施設内の清掃・トイレ掃除 
（備品補充）、外回りのごみ拾い等

資　格▶自力通勤可能な方
時　間▶ 7:00～11:00の間で2h 

※応相談　※残業なし
給　与▶時給920円
勤　務▶月～金の間で、週2～5日
待　遇▶制服貸与、交通費規定支給、敷地内禁煙

パート

入社祝い金1万円　※3ヶ月勤務後支給

清掃スタッフ募集
時間応相談！

急募

千歳 パ 清掃

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ ①高齢者様宅へのお弁当の配達 

② お弁当の簡単な調理 
（パック食材の解凍・盛付等） 
包丁は使いません。　※①②選択可

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許(AT限定可)、 
土日勤務可能な方歓迎

給　与▶時給920円
時　間▶ 8:00～18:00の間で応相談 

※例/8:00～12:00、13:00～18:00等 
※残業なし、状況により時間に変動有

勤　務▶週2日～　※応相談
待　遇▶交通費規定支給、昇給有、制服支給、施設内禁煙
応　募▶まずはお気軽にお電話ください。★ ダブルワーク可 ★ 日数・時間応相談

080-7263-0351千歳市東郊2丁目8-12
宅配クック123　千歳店 担当/

高橋

まずはお気軽にお電話ください。

千歳店
ゆくゆくは責任者として活躍してくれる、 
意欲的な方も歓迎します。正社員登用有

お弁当と一緒に笑顔と 
元気もお届け♪

千歳 ア パ 配達、調理

千歳・恵庭 契 タクシードライバー

http://www.imp-link.co.jp/chitose/
㈱ヒューマンインプリンク 千歳支社

千歳市柏台南1丁目3-1
一般労働者派遣事業/派01-300271有料職業紹介事業/01-ユ-300107

0123-25-3221
土日も対応致します！ 
まずは電話、HP、
二次元コードから 
お問合せください★彡

仕　事▶ 部材の移動や加工補助、 
工具等を使用した組立や配線の取付

期　間▶即日～長期（3ヶ月毎の更新予定）
時　間▶ 8:20～17:30（実働8h、休憩1h） 

※残業なし
給　与▶ 時給1,200円
休　日▶ 会社カレンダーによる土日祝、夏季、冬季休暇
勤務先▶千歳市
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

受動喫煙対策有

◆電気機械器具の配線・組立

ヒューマンインプリンク主催

出張さがさぽ
お仕事の 
無料相談承ります！

所要時間5分！
登録シートご記入いただいた方全員に

後日、お仕事のご案内が受けられます。

↓じっくり相談したい・今すぐ応募したい！方は↓

『ご来社さがさぽ』 in 千歳支社 ご予約受付中！

プレゼント！BOXティッシュ1箱

ご予約で来社された方にQUOカード1,000円分進呈！

『出張さがさぽ』
 in 千歳郵便局

12/5（月）

（千歳市千代田町7-101-20）
※郵便局主催のイベントではありません

9:30～17:30

千歳 派 配線・組立作業

仕　事▶ ケアプラン作成と入居者様の日常生活
の支援

資　格▶ 認知症介護実践者研修修了者、 
介護支援専門員あれば尚可

給　与▶ 基本給170,000円、職務手当30,000
円、夜勤手当6,000円/回、 
資格手当2,000～10,000円

◆計画制作担当者兼介護従事者

仕　事▶入居者様の日常生活の支援
資　格▶不問、経験者尚可
給　与▶ 基本給164,500円、 

夜勤手当6,000円/回、 
資格手当2,000～10,000円

◆介護従事者
仕　事▶ 管理業務と入居者様の日常生活の支援
資　格▶ 認知症対応型サービス事業管理者研修

修了者、介護福祉士あれば尚可
給　与▶ 基本給180,000円、役職手当50,000

円、夜勤手当6,000円/回、 
資格手当2,000～10,000円

◆管理者

恵庭市島松寿町1丁目16-5
グループホーム こもれびの家

まずはお気軽にお問い合わせください

y-nagano@toukasya.biz
36-8477 担当/永野

《共通項目》
期　間▶雇用期間の定めなし
時　間▶ 7:00～16:00、8:30～17:30、 

10:30～19:30、16:30～翌9:30 
※シフト制、休憩1h、残業/月10h

休　日▶月8回、シフト制 ※応相談
待　遇▶ 社保完備、有給休暇制度、交通費規定支給、

車通勤可、室内禁煙、6月・12月処遇改善
加算による賞与、ベースアップ支援金有

勤務先▶ グループホームこもれびの家/恵庭市島松寿町1丁目16-5 
グループホームめぐみの/恵庭市恵み野里美1丁目1-26

正社員募集中！ まずは現場見学
してみませんか？

恵庭 正 管理者、計画制作担当者、介護従事者

札幌市中央区南7条西10丁目1029
株式会社ベルックス 警備事業本部

期　間▶ 即日～翌3/31、その後1年毎の更新　※長期
仕　事▶ 商業施設での警備・受付業務、 

出入管理、巡回業務等
資　格▶ 未経験者歓迎
時　間▶ ①6:30～15:15　※実働7.75h 

②14:45～23:30　※実働7.75h 
③17:30～23:30　※実働5h 
※休憩1h、月0～2h程度残業有(状況による)

給　与▶ 時給930円　※22時以降深夜割増有
休　日▶ シフト制　※勤務日数応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、労災保険、制服貸

与、法定教育20h有(時給920円)、敷地内分煙
勤務先▶千歳市千代田町

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

011-531-4411担当/ 羽田野 
大谷

施設警備員
募集！

千歳 パ 施設警備

担当/納谷
受付/9:30～18:000123-24-0055

★その他、短時間のお仕事も有！お気軽にお問い合わせください。

千歳市柏台
1390-218番地ウィングサービス

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 日によって受注している、色々な送迎バスの

運転になります。
資　格▶大型二種免許、経験者優遇、定年65歳
給　与▶ 時給1,100円　※研修期間/時給950円 

特別手当上限20,000円（月/18日以上勤務）
時　間▶ 6:00～19:30の間で相談、休憩有 

※企業により残業有
勤　務▶週3日～の勤務可能な方
休　日▶週休2日のシフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

有給休暇有、受動喫煙対策有
勤務先▶千歳市内

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

市内送迎運転手
募集

千歳 期 市内送迎運転手

期　間▶1年毎の更新制　※長期
時　間▶ 8:00～13:00、13:00～17:00
給　与▶ 時給940円
勤　務▶ 週2～6日　※応相談
待　遇▶  制服貸与、車通勤可、社保・雇保完備、 

正社員登用の途有、店内禁煙、 
福利厚生制度有 
（飲食店・カラオケ店等の特別割引優遇）
まずはお気軽にお電話ください。

担当/井上応募 26-2096
セブンイレブン千歳北栄店
㈱いのうえ 千歳市北栄2丁目24-5

学生さんから主婦（夫）さんまで

幅広く募集中！

千歳 ア パ 店内業務全般

千歳 契 パチンコホールへの配送・集金スタッフ


