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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

期　間▶1年毎の更新の場合有
勤務先▶ JR恵庭駅～島松駅、JR恵み野駅、JR新千歳空港駅
仕　事▶ 駅舎内全般の清掃（男女・バリアフリートイレ含

む）、ゴミの収集・分別、他
時　間▶ ①JR恵庭駅(島松駅含む) 8:10～15:10  

　※実働6h、休憩1h 
②JR恵み野駅 8:10～12:10 ※実働4h 
③JR新千歳空港駅 
　ⓐ8:50～12:50 ※実働4h 
　ⓑ12:50～19:50 ※実働6h、休憩1h 
　Ⓒ8:50～16:50 ※実働7h、休憩1h 
　※ⓐ～Ⓒシフト制 
※①～③何れも残業の場合有（0.5h程度/月）

給　与▶ 時給930円 ※試用期間3ヶ月有（同条件）
勤　務▶4週6休 ※シフト制、応相談
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇、交通費規定支給、 

制服貸与、駅舎内禁煙
お電話の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。担当/安藤

北海道クリーン・システム㈱ 札幌鉄道支店 空港営業所
千歳市美々JR新千歳空港駅舎内■JR北海道グループ

0123-45-7160 080-2877-3015

駅舎清掃
スタッフ募集!
★女性活躍中! ★勤務先多数!

千歳・恵庭 パ 清掃

【千歳市美々】荷物の仕分け
期　間▶ 即日～長期
資　格▶ 土日勤務できる方歓迎、 

自力通勤できる方
給　与▶ 時給1,000円  

※22時以降/時給1,250円
時　間▶ 20:00～24:00（実働4h程度） 

※残業なし
勤　務▶週2日～ ★WワークOK
待　遇▶ 労災保険、週払い可、車通勤可、無料駐

車場完備、服装自由、受動喫煙対策有

WワークOK!
1,000円
★服装自由! ★週2日～OK!!

時
給

有限会社 ロジスパワー

まずはお電話ください。
写真付履歴書を持って面接にお越しください。

26-3570
080-5729-7602（土日祝/千葉）

【受付/月～金 9時～18時】

千歳市東雲町
1丁目9-6

千歳 ア 荷物の仕分け

北海道東急ビルマネジメント㈱
千歳・苫小牧営業所

〒066-0027 千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F

0123-22-1090

期　間▶ 通年雇用
仕　事▶ 送迎ドライバー
資　格▶ 経験者優遇、大型1種免許（大型2種免許あれ

ば尚可）
給　与▶ 時給1,200円
時　間▶ 4:30～12:15（実働6時間15分） 

8:30～17:30（実働7時間30分） 
15:45～23:30（6時間15分） 
※シフト制、休憩1時間30分

休　日▶ シフトによる
勤　務▶ 週5日程度
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇制度、交通費規定支給、

車通勤可、制服貸与、施設内分煙、車内禁煙
勤務先▶ 千歳市美々
電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

募集!!
送迎ドライバー

【平日／9～18時】
担当/スズキ

千歳 契 送迎ドライバー 千歳 パ 清掃・受付

(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

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶ 主に施設の日常清掃。他にペットの 

火葬受付やご遺族様への案内業務。
資　格▶不問、未経験者歓迎、車通勤可能な方
給　与▶時給920円
時　間▶ 8:45～17:15　※実働7h　 

※休憩1.5h、残業なし
勤　務▶ 月12日　シフト制 

（友引、元日はお休み）
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、敷地内全面

禁煙
勤務先▶千歳市葬斎場/千歳市根志越1365

!

受付/9～17時 
※日・祝を除く

仕　事▶ ベッドメイク、客室清掃
時　間▶ 8:00～12:00（実働4h） 

10:00～15:00（実働4.5h） 
12:00～16:00（実働4h）

勤　務▶週2～5日 ※シフト制
給　与▶時給1,100円

期　間▶ 雇用の定めなし ※65歳以上は1年更新
待　遇▶ 交通費規定支給、受動喫煙対策有

車通勤可、駐車場有

仕　事▶日常清掃（床・トイレ掃除等）
時　間▶ ①8:00～12:00（実働4h） 

②17:00～20:00（実働3h）
給　与▶①時給920円 ②時給1,000円

◆新千歳空港/空港内ホテル◆新千歳空港/国際線ターミナルラウンジ

◆共通項目

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

清掃スタッフ募集中 時給1,100円

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㈱

千歳
支店

千歳 ア パ 清掃

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 障がい者支援施設での日中活動および 

夜間の生活支援業務等
資　格▶ 要普免、高卒以上、PC操作ができる方、 

資格・経験不問、未経験者歓迎
時　間▶ 8:45～17:30（休憩45分）、 

17:00～翌10:00（休憩120分）  
※1ヶ月単位の変形労働時間制 ※残業月2～3h程度

休　日▶ 週1日以上 ※年間休日127日（令和2年実績）、
リフレッシュ休暇有

給　与▶ 基本給172,500円+処遇改善手当30,000
円+ベースアップ加算手当7,000円  
※夜勤手当/1回4,000円（月4回程度）

待　遇▶ 各社保完備、損害保険有、車通勤可、交通費規定
支給、退職金制度有、施設内禁煙

昇給
制度有

福 祉 資 格・経 験 は 不 問！  

支援員募集!!正職員

「人のあたたかさ」を感じるお仕事。
ぜひ一度、お話を聞きに来てください。

勤務開始日応相談！お勤め中の方もまずはご連絡ください。
http://bibigawa.or.jp0144-58-2435 〒059-1361 苫小牧市字美沢193番地1

担当：長嶺美々川福祉会社会福祉法人
【応募】写真付履歴書をご郵送ください。

苫小牧 正 支援員

★まずはお気軽にお電話ください！

080-2860-0248 担当/野田【履歴書応募先】〒053-0054 苫小牧市明野新町2-23-23 ㈱ I.D.M.ノースランド
新千歳空港イツモパーキング

期　間▶正/雇用期間の定めなし ア/1年毎の更新、延長有
仕　事▶ 新千歳空港近くのパーキング店で店舗⇔空港間のお客様の送迎

をしていただくお仕事です。（マイクロバス乗員20名程度の運転）
資　格▶ 大型もしくは中型限定解除免許 ★年齢・性別不問！
時　間▶ 早番/5:50～13:50 遅番/13:50～21:50  

※各休憩75分、遅番は1～2ｈ残業有
給　与▶ 正/月給180,000～250,000円 ※応相談 

ア/ 時給920円～ ※面接時に希望時給を申告してください。 
※経験･能力を考慮した上で決定いたします。

休　日▶  正/シフト制 ア/週1日～ ※平日のみ･土日のみ勤務OK
待　遇▶ 車通勤可、制服貸与、残業手当、各種研修制度有 ※各種社会

保険は勤務時間により法定通り支給、受動喫煙対策有
勤務先▶苫小牧市美沢185-31（新千歳空港から車で約3分）

送迎ドライバー急募‼
「あなたに合ったお仕事、ココにあります！」
● 自動精算機導入で、ドライバーが 
精算業務や受付業務をすることはありません！

● バス内には利用案内の動画が流れているので
ドライバーが案内する必要はありません!! 
接客が苦手な人でもご安心ください。

書類選考なし 応募者全員面談 面接１回のみ

有給取得率
ほぼ100％

事前申告で
希望日休みOK

未経験者
大歓迎‼

苫小牧 正 ア 送迎ドライバー

★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）
★多種多様な現場が有。適正に応じた勤務可能

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  （例/千歳市中心部での
車両誘導、コーヒーチェーン店での来客誘導）

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
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

◆ 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

新生活応援
支援金支給

売上増収・増益
北海道エリア コロナ禍でも

千歳・恵庭・他 契 ア パ 常駐警備スタッフ

対象／3月31日までに入社した方全員！！

集集募募
33 名名

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1,500円
を加算します。 ※入社後3ヶ月は、日給8,150円＋1,500円＝9,650円

事業許可番号/労働者派遣事業 
派 13-010538有料職業紹介13-ユ-010554

千歳市幸町6丁目18-3 
千歳駅前ビル2Fランスタッド株式会社 千歳支店

（受付時間/9:00～18:00）

050-1744-6601

①データ入力
仕　事▶ データ入力がメインの一般事務。 

書類作成、電話・来客応対など。
時　間▶ 9:00～17:00（休憩1h・実働7h） 

※残業ほぼなし
給　与▶時給1,050円
休　日▶土日祝
資　格▶ Excel、Word基本操作
勤務先▶恵庭市

【共通項目】
期　間▶即日～長期（3ヶ月以上）
待　遇▶ 各種社会保険完備、無料駐車場完備 

交通費支給、屋内禁煙（喫煙場所
有）、残業代別途支給  
※委細面談にてお伝えします。

③製造・組立作業
仕　事▶ ケース搬入、工場内で部品取付など。
時　間▶  8:30～17:00（休憩45分・実働

7.75h) ※残業１～2ｈ程度/日
給　与▶ 時給1,250円  

月収20万円以上可/時給1250円
×7.75ｈ×21日勤務の場合

休　日▶土日祝、他会社カレンダー
資　格▶  フォークリフト運転資格 

※未経験OK！入社後の資格取得も可
勤務先▶千歳市

②車を洗って、カンタン点検
仕　事▶ 洗車やタイヤ空気圧確認など。
時　間▶ 9:00～18:00（休憩1h・実働8h) 

※残業20h程度/月
給　与▶ 時給1,250円 

月収21万円以上可/時給1250円
×8ｈ×21日勤務の場合

休　日▶日祝、他シフトによる週休2日
資　格▶普通自動車免許（AT限定可）
勤務先▶恵庭市

新しいことにチャレンジする「あなた」を応援！

WEB応募は24時間受付中!!

お仕事の詳細
求人検索はこちら▶

千歳・恵庭 派 データ入力、洗車・点検、製造・組立

〒066-0015千歳市青葉6丁目14-6
千歳昭和交通㈱

まずはお気軽にお電話ください

担当/古瀬22-0866
さわやか無線センター

千歳 正 運行管理

期　間▶ 雇用期間の定めなし
仕　事▶ 日報管理、乗務員教育、簡易的な整備業務（タイヤ交換な

ども有）、配車業務等タクシー運行に関わる業務全般
資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許、PC操作、メール送受信が可

能な方（文字入力レベルでOK）
給　与▶ 月額240,000円（時間外30h、深夜手当含む） 
時　間▶ 8:00～17:00（日勤）　 

8:00～翌8:00/仮眠5h（宿直）　 
★宿直明けはそのまま帰宅OK 
※変形労働時間制　※研修期間中/8:00～17:00

休　日▶ 完全週休2日制　※出勤日数は月10～11日
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、車通勤可（駐車場完備）、退職金制度

有、奨学金返済支援制度有(規定有)、賞与年2回、喫煙室有

入社と同時に有給休暇10日付与 入社祝金10万円支給
経験がなくても研修制度が 

あるので安心！


