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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

給　与▶ 月給200,000円～ 
※経験考慮

時　間▶8:00～20:00　※シフト制
休　日▶月6日　シフト制

千歳

給　与▶ 高校生/時給920円 
一般/ 時給970円 ※試用期間100h/時給970円

時　間▶ ①8:00～13:00(実働5h) 
②12:00～17:00(実働5h) 
③17:00～21:00(実働4h)  
※時間応相談

勤　務▶ 週1日～　※応相談

千歳市東郊2丁目1番17号
シャトレーゼ千歳東郊店

まずはお気軽に 
お電話ください。  0123-40-6660

正 ア 店内業務

【共通項目】
期　間▶6ヶ月毎の更新制（自動更新）
仕　事▶ お客様対応、レジ、品出し等の店内業務
待　遇▶ 社保完備（勤務による）、交通費規定支給、車通勤

可、制服貸与、【正のみ】昇給・賞与有

◆正社員 ※規定有★入社祝い金5万円支給

◆アルバイト ★土・日・祝は30円UP!!

店内業務スタッフ募集!!

株式会社
フロンティアエージェンシー

期　間▶ 2月下旬頃～5月中旬もしくは 
下旬頃まで　※長期も可

仕　事▶文字、数字等の校正
時　間▶ ①10:00～17:00　 

②10:00～18:00 
※①②選択可　※残業なし

給　与▶時給1,200円以上～
勤　務▶週3日以上
休　日▶土日祝
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可、屋内分煙

校正
スタッフ募集

千歳市信濃3丁目32-7 フロンティアビル内

◆  総合印刷、総合広告代理業

まずはお気軽にお電話ください。面接日時を調整の上、面接
時に写真付き履歴書をお持ちになって、ご来社ください。

http://print-ad.com/HPはコチラ▶
0123-26-5191担当/仲村

千歳 ア パ 校正

未経験者歓迎！
短期・長期選べます

恵庭市恵南63 隊員クラブ 南恵庭駐屯地店

期　間▶ 3ヶ月毎の更新 ※原則更新
仕　事▶ ホール業務と調理業務
資　格▶ 未経験者歓迎、学生歓迎
給　与▶ 時給950円～
時　間▶ 18:00～21:30 

※状況により1日0～30分 
　程度早出・残業の場合有

休　日▶  土日祝、お盆、年末年始
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、 

車通勤可 店内禁煙 ★帰りの送迎応相談 
勤務先▶ はなの舞 南恵庭駐屯地店

 はなの舞
[担当]佐野33-3424

事前見学OK! お気軽にお電話ください。[受付]平日14～21時

扶養内勤務 
OK!

恵庭 パ ホール・調理補助

千歳市信濃2丁目1-704しなのビル2階 担当/大村〒066-0038
写真付き履歴書を郵送ください。

千歳しなの内科

千歳
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 診察介助や内視鏡介助等、処置室での看護師業務全般
資　格▶ 看護師もしくは准看護師資格、59歳以下（定年

60歳の為）、学歴不問、経験・知識・技能等不問、
PCでの文字入力が可能な方

給　与▶時給1,280円～
時　間▶ ①8:30～13:30 ②13:30～17:30 

③8:30～12:30（土曜日） 
※残業なし

勤　務▶ 週3日程度（週19h以内） 
※②は週1回程度、③は月1～2回

休　日▶日、祝
待　遇▶ 社会保険有、交通費規定支給、車通勤可、無料駐車

場有、昇給有、試用期間3ヶ月（同条件）、施設内禁煙

ア パ 看護師

0123-40-7140

標準ロゴ

反転ロゴ　アレンジ例 反転ロゴ　アレンジ例（ドロップシャドー）

反転ロゴ　アレンジ例

パセオすみよし店

スタッフ各1名募集!!

時　間▶ ①9:00～13:00  
②12:00～16:00 
③17:00～21:00 
※①②シフト制 ※要相談

レジアルバイト・パート

時　間▶ ①8:00～12:00 
②12:00～17:00 
※①②シフト制※要相談

食品品出し

《共通項目》
給　与▶ 一般/時給945円  

※試採用期間3ヶ月/時給920円～ 
★日曜・祝日は時給+30円 
学生/時給920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

パセオ
すみよし店

千歳市住吉
4丁目14-11

42-5511応募 担当/平川

千歳 ア パ レジ、食品品出し

アルバイト・パート

③の
時間帯は
学生さん
大歓迎

◆ 看護師・准看護師
期　間▶1年更新
仕　事▶外来業務
資　格▶看護師又は准看護師
給　与▶時給1,200～1,500円 
時　間▶ 8:30～12:30、13:30～17:30 

※シフト制
休　日▶日・祝、他、年末年始
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、賞

与年2回、院内禁煙

【受付/8:30～17:00】
担当/大畠（おばたけ）

写真付き履歴書をご郵送ください。

24-5121
千歳市新富
2丁目5-5医療法人社団 尾谷内科

★ 週20時間程度勤務可能
なパートさん募集

★ 午前・午後のシフト制で
勤務可能な方歓迎します

看護師・准看護師
募集！

★時間等応相談

千歳 パ 看護師

シャムロックカントリー倶楽部

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶月180,000～250,000円
時　間▶ 6:30～18:00（シフト制） 

※状況により残業の可能性有

《①～⑦共通項目》
給　与▶ ①～⑥時給1,000円   

⑦時給1,000～1,300円
時　間▶ 6:00～18:00の間でシフト制  

※短時間、土日のみの勤務も可（現場による） 
※状況により残業の可能性有

千歳市柏台1390番地30123-22-2111
電話の上､写真付履歴書をお持ちください｡

《全体共通項目》
期　間▶3月中旬～12月上旬予定　　　休　日▶週1日以上(応相談)
待　遇▶ 社保完備、制服貸与、交通費規定支給、受動喫煙対策有

※公共交通機関が不便な為、
　車通勤できる方の募集です。

①スタート室補助 ②調理補助
★経験者歓迎

◆キャディ ★扶養控除内勤務OK

⑥フロント

⑤清掃④ポーター

⑦コース管理

2023年スタッフ募集!!

新千歳空港から車で

約5分

千歳 期 ア キャディー、スタート室、調理、ホール、ポーター、清掃、フロント、コース管理

③レストランホールスタッフ 
★未経験者歓迎

送付先
〒061-1449
恵庭市黄金中央5丁目196-1学校法人鶴岡学園総務部総務課宛

恵庭市漁町396番地

学校法人 鶴岡学園 幼保連携型認定こども園
北海道文教大学附属幼稚園［ご見学について］ こども園/ 0123-29-6317（平日9:00～18:00）

［採用について］ 事務局/ 0123-34-0019（平日8:45～17:30）

［応募］下記の応募書類をご郵送ください。 
追ってご連絡致します。 

応募封筒に「保育教論に応募」と朱書きしてください。
①履歴書（写真付） ②職務経歴書 ③免許状の写し

◆専任職員 5名程度募集

入社日▶4/1～
期　間▶ 任期3年 ※任期終了後、勤務実績に応じて 

期限なし専任登用の途有
仕　事▶ 認定こども園での保育業務および保育に関する業務全般 

定員110名（０歳～就学前児童） 
（０～２歳：育児担当制、３歳～：異年齢縦割りクラス） 
モンテッソーリ教育の考え方を基本とした保育を
目指しています。

資　格▶ 幼稚園教諭免許、保育士
給　与▶ 鶴岡学園職員給与規程による ※経験により優遇 

（幼稚園一種）月198,465円～ 
（幼稚園二種）月178,926円～

時　間▶ 7:00～19:15の間で8h（週40h） 
※変形労働時間制、時間外勤務なし、休憩45分

勤　務▶ ４週６休（シフト制、土曜勤務有）
休　日▶ 日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3）、 

別途特別休暇制度有
待　遇▶ 昇給年1回、賞与年２回（6、12月支給 採用初年度は

期間調整有）、通勤手当（通勤距離片道2km以上から
支給）扶養手当、住居手当、寒冷地手当、処遇改善手
当有、私学共済（健康保険、厚生年金）、雇用保険、労
災保険、退職金、育休、産休制度（実績有）、結婚、出産
祝金、受動喫煙対策有（屋内禁煙）、マイカー通勤可 
※ 札幌市など恵庭市外からも通勤しています 
(マイカー通勤の場合は通勤手当上限31,000円）

幼保連携型認定こども園

保育教諭増員募集!!

北 海 道 文 教 大 学
附 属 幼 稚 園 期限付

専任職員

子どもの「やりたい！」を実現する
ここにしかない「場」を創造する保育を一緒に行いませんか！

恵庭 正 保育教諭

ギフト雑貨ショップ

〒066-0012 千歳市美々新千歳空港国内線ターミナルビル2F

仕　事▶ 北海道のご当地 
グッズやコスメ 
の他に、アクセサリーやバッグなど雑貨を中
心に扱うお店でのレジ・品出しなど

資　格▶ 年齢・学歴・経験不問
時　間▶ 8:00～20:00の間で実働6～8h　 

※シフト制　※休憩1h、残業なし
給　与▶時給940円～
勤　務▶週3～5日　※休み希望応相談
期　間▶1年毎の更新制
待　遇▶ 各社保完備、交通費全額支給（定期代など）、 

制服貸与、従業員割引有、昇給有、有給休暇有、
受動喫煙対策有

0123-21-8650（担当/伊藤）

まずはお気軽にお電話ください！

未経験者歓迎!

千歳 ア パ 販売

スタッフ募集!

新千歳空港

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 主に自動車部品工場で、部品の検査や選別・測定作業
資　格▶ 要普免（AT限定可）
給　与▶ 基本給/月168,000～221,200円 

(経験資格考慮致します)+諸手当
時　間▶  ①8:00～17:00 ②20:00～翌5:00 

※週ごとに①②交代勤務 ※依頼先の作業状況により
勤務の変動有 ※早出・残業有（月平均30h）

休　日▶ 土曜・日曜、GW、夏季休暇、年末年始 
※年間休日121日 ※休日出勤の可能性有（手当支給） 
※休日出勤の場合、振替休日有

待　遇▶ 各社保完備、昇給年1回、賞与年2回、交通費全額支
給、車通勤可（無料駐車場完備）、正社員登用制度、
資格取得支援制度、研修制度、テーマパーク利用補
助制度、試用期間3ヶ月、その他手当有

勤務先▶ 苫小牧勇払・柏原方面 
※千歳・恵庭からの通勤者も複数名おります。

未経験者大歓迎！
性別不問☆
フリーター
OK☆
土日お休み☆

働き方、柔軟に対応出来ます！

苫小牧市新開町1丁目17番12号

お電話またはWEBで応募の上、 
面接時に履歴書をお持ちください。

HP▶https://www.green-t.co.jp/index.php

株式会社グリーンテック 苫小牧営業所
0144-84-7574 担当/タジマ

アラモノヤ

苫小牧 準 検査・選別

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ お弁当やお掃除の手伝い、野菜の皮む

きやパンの破袋作業のほかに様々なお仕事を利
用者さん達と一緒に取り組むお仕事です。

資　格▶ 学歴・経験不問、64歳まで（定年雇い止めの為）
時　間▶ 9:00～16:30の間で実働5～6h ※残業なし 

8:30～15:30の間で実働6h ※残業なし
給　与▶時給980円 ※試用期間3ヶ月/時給950円
勤　務▶週4～5日 ※応相談
休　日▶土日祝
待　遇▶雇用・労災保険、交通費規定支給、屋内禁煙

千歳市信濃1丁目13-1

まずはお気軽にお電話ください。27-5222
■ 障がい者就労継続 
支援事業所（A型・B型）

【受付/10～15時】 担当/結城

千歳 パ 就労支援員

㈱119INTERNATIONAL

障がいがある方への就労支援スタッフ
若干名
募集!

Wワーク 
  OK！

受付/9～17時※日・祝を除く

期　間▶ 雇用の定めなし  
※65歳以上は1年更新

仕　事▶ ベッドメイク、客室・バスルーム
清掃、アメニティセット

資　格▶ 喫煙可能な客室清掃がある為
20歳以上

◆新千歳空港/空港内ホテル

千歳市美々新千歳空港内 ターミナル アネックスビル2F
■総合施設管理日興美装工業㈱

まずはお電話の上、面接の際に写真付履歴書を
お持ちください。

0123-22-1171

スタッフ増員募集中
千歳 ア パ 清掃

時　間▶ 10:00～15:00（実働4.5h） 
12:00～15:00（実働3h）

勤　務▶週2～5日　※シフト制
給　与▶時給1,100円
待　遇▶ 交通費規定支給、 

受動喫煙対策有

新千歳空港内での
お仕事です♪

千歳
支店

仕　事▶ホテル内ベッドメイク
期　間▶雇用期間の定めなし
給　与▶ 時給1,100円
時　間▶  9:30～16:00の間で3h～　※残業なし 

※6h以上勤務で休憩30分以上 ※勤務時間相談可
勤　務▶週2日～
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、 

車通勤可(駐車場無料)、受動喫煙対策なし
勤務先▶ 新千歳空港内ホテル

㈱アシストワン札幌オフィス
札幌市中央区北4条西2丁目1-1 カメイ札幌駅前ビル9F
一般労働者派遣業（般）01-300279　有料職業紹介事業01-ユ-300184

【受付/月～金 9～18時】011-200-8700
まずはお気軽にお電話ください。  札幌・恵庭・千歳で面接可!

https://assistone-group.com

ホテル内ベッドメイク募集!
★丁寧に教えてくれる優しい職場です!!
★未経験者も大歓迎♪　★ノルマなし

週払い
OK

千歳 派 ベッドメイク


