
2021年7月16日（金） ちゃんと9

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-26-2191 担当/つのだ

レンタカー・ レンタカー・ 
ガソリンスタンド業界 ガソリンスタンド業界 

経験者大歓迎!経験者大歓迎!正社員募集!
仕　事▶�新車、中古車の販売業務、軽整備、他
資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許（AT限定OK）
時　間▶�10:00～19:00(実働8h）
休　日▶�4週8休�※火曜定休�

他シフト制�※会社カレンダーによる、年末年始
給　与▶�月160,000円～�

※例/月200,000円以上も可能�
※試用期間1～6ヶ月/時給861円～

待　遇▶�各社保完備、業績賞与年2回、燃料手当、交通費�
規定支給、車通勤可、カップ式飲料機使い放題

スターオート
千歳市東雲町5丁目7-3�株式会社スターオート�千歳店

http://starauto1995.com/

千歳 正 販売、軽整備

経験者歓迎!
アルバイト パート

仕　事▶�軽整備、洗車、オイル交換、タイヤ交換、送迎、その他
資　格▶�経験者歓迎、要普通免許（AT限定OK）
給　与▶�時給861円～
時　間▶�10:00～19:00の間でシフト制�※応相談
勤　務▶�週3日～�※シフト制�

※土・日曜のみ・Wワーク等応相談
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、カップ式飲料機使い放題

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

車が好きな未経験者さんにもおすすめ♪

☎0123-26-2191 担当/つのだ

スターオート
千歳市東雲町5丁目7-3�株式会社スターオート�千歳店

http://starauto1995.com/

千歳 ア パ 軽設備、洗車、送迎

資　格▶�未経験者歓迎、明るく健康な方
給　与▶�時給900円��※試用期間2ヶ月有/時給861円
時　間▶�①9:15～16:15（実働6h）�

②11:15～18:15（実働6h）�
③9:15～18:15（実働8h）�
※①②③のシフト制

勤　務▶�週4～5日（要相談）�
待　遇▶�交通費規定支給

千歳市美々�新千歳空港�国内線ターミナルビル2F

まずは、お電話ください。 （面接は新千歳空港で行います。）

080-1862-8144
アイヌ工芸品店アイヌモシリ三光

【受付/10:30～17:00】
担当/藤岡

接客・販売スタッフ急募!!急募!!

アイヌ文化に興味がある方歓迎!!アイヌ文化に興味がある方歓迎!!

千歳 ア パ 店内業務

千歳市青葉5丁目6-10　http://www.hotal-web.com

仕　事▶�客室清掃、備品補充�
時　間▶�①9:00～15:00　②19:00～翌1:00�
給　与▶�時給900円～　※昇給有��

※22時以降/時給1,125円～
勤　務▶�応相談�

0123-40-20770123-40-2077
090-2511-4127

電話の上､写真付履歴書をお持ちください｡ 

担当/國田

ホ テ ル 　 　 　 　 　 ホ タ ル 全室Wi-Fi
完備

土日のみの方歓迎!土日のみの方歓迎!
WワークWワーク
OK!OK!

女性女性
活躍中!活躍中!

勤務日数勤務日数
応相談!応相談!

千歳 パ ベットメイク

勤務先▶�JR島松駅～JR恵庭駅、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▶�現場による�

例/JR新千歳空港駅の場合�
　�①8:50～12:50（実働4h）�
　�②12:50～19:50（実働6h、休憩1h）�※シフト制

給　与▶時給875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
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

駅舎清掃スタッフ駅舎清掃スタッフ
募集!募集!★女性活躍中! ★勤務先多数!

千歳・恵庭 パ 清掃

❶16:00〜
❷18:00〜

❶16:00〜
❷18:00〜

恵庭
市民会館

恵庭
市民会館

❶10:00〜
❷14:00〜
❸19:00〜

❶10:00〜
❷14:00〜
❸19:00〜

千歳
ベース

千歳
ベース

※�場合により、恵庭
市民会館での面接
会は中止になるこ
とがございます。
ご了承ください。

8月
単月
もOK

8月･9月の
2ヶ月

★
時
間
・
給
与

面接会にお越しください！
【
持
ち
物
】

・写真付き履歴書
・黒ボールペン

●�各回とも開始時間
の5分前までに会場
へお越しください。�

千歳市泉沢1007-206ヤマト運輸株式会社　千歳ベース

ヤマト運輸株式会社ヤマト運輸株式会社　　千歳ベース千歳ベース

担当/越川（こしかわ）☎0123-48-3812☎0123-48-3812

◆宅急便仕分け
仕　事▶�ⓐ宅急便・メール便�

　などの仕分け�
ⓑ運転助手��
ⓒ検問など

資　格▶�未経験者・フリーター大歓迎、
学生歓迎、高校生不可

給　与▶�表参照
時　間▶表参照
勤　務▶�週3日～�※応相談
待　遇▶�ヘルメット貸与、安全靴貸与、�

送迎バス有、車通勤可�
（送迎バスエリア外・時間外の�
場合交通費支給有）

仕分けスタッフ募集!!
※�今回の募集は、高校生の方は対象外です。�
ご了承ください。学生さん、主婦（夫）さん、フリーターさん、みんな大歓迎!!

17 18土 日

勤務時間 送迎 時給

❶ 19:30〜23:00（実働3.5h） 千歳・恵庭 950円 22時以降/1,188円

❷ 19:30〜翌4:00（実働7.5h、休憩1h） 千歳・恵庭 970円 22時以降/1,213円

❸ 21:00〜翌1:00（実働4h） - 1,000円 22時以降/1,250円

❹ 21:00〜翌4:00（実働6h、休憩1h） - 970円 22時以降/1,213円

❺ 23:00〜翌4:00（実働4h、休憩1h） 千歳・恵庭 1,213円
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JR千歳駅
千歳ステーション

プラザ
千歳郵便局

鉄北通

中央大通←札幌 苫小牧→

交番

送迎バス乗り場MAP

�千歳ベースで日中開催の面接会には、千歳駅裏（スノーショップ駐車場前）の送迎バスをご利用可能です。（10時開催→9:12発、14時開催→13:12発）

千歳 ア 宅急便等仕分け作業

■総合施設管理

千歳市美々新千歳空港内�ターミナル�アネックスビル2F
千歳支店

受付/9〜17時
※日・祝を除く

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☎0123-22-1171

清掃清掃
千歳 ア パ 清掃

スタッフスタッフ
募集!!募集!!

◆千歳市北光2丁目
仕　事▶�院内の清掃
時　間▶�①6:00～10:00（4h）�※月～金曜�

②6:00～8:00（2h）�※日曜のみ
給　与▶時給865円
勤　務▶�週2日～（シフト制）�※応相談
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤応相談

時　間▶�［正］8:00～21:00の間で実働8h�
［ア・パ］8:00～21:00の間で実働3～8h（シフト制、応相談）�
　　　�例）8:00～15:00、12:00～21:00など

勤　務▶［正］4週6休　［ア・パ］週3～6日�※曜日・日数相談に応じます。
給　与▶�［正］月給160,000円～　［ア・パ］時給870円～�※試用期間2ヶ月/時給861円～
資　格▶�未経験者歓迎　　　　休　日▶�水曜（定休日�※水曜が祝日の場合は木曜）
待　遇▶�交通費1日500円迄支給、制服貸与、各社保完備（正のみ）、正社員登用制度有、車通勤可

★6月にOPENしました！

応募恵庭市黄金中央1丁目
13-3 ライズY黄金 1階パティスリーよつばのクローバー 担当/下出

（しもで）☎33-9608

勤務時間など、
お気軽に

ご相談ください!

よつばのクローバーよつばのクローバー

パティスリーパティスリー よつばのクローバー よつばのクローバー

ジェラート&ベイクドジェラート&ベイクド

[正・ア・パ] 製造補助
ケーキの飾りつけ、洗い物、店内清掃等

[正・ア・パ] 販売
接客や洋菓子の箱詰め作業

2店舗同時募集2店舗同時募集

.PNG .AI

未経験者
 歓迎！

恵庭 正 ア パ 販売、製造補助

小規模多機能型
事業所いこいのさと憩の郷

夜勤専属夜勤専属スタッフスタッフ
パート

Wワーク
OK

募集募集

資　格▶�無資格OK、ブランクがある方も歓迎、�
土日勤務できる方歓迎、介護職員初任者研修修了
（旧ヘルパー2級）あれば尚可

時　間▶�16:30～翌9:30
勤　務▶�週2日�※応相談
給　与▶夜勤1回16,000円（夜勤手当含む）
�待　遇▶雇用保険、交通費規定支給、社員登用制度有

小規模事業所で4〜5名程の利用者さんのお世話を 
お願いします。アットホームで働きやすい環境です♪

〒066-0073
千歳市北斗4丁目5番6号

電話連絡の上、写真付履歴書を郵送またはお持ちください。

☎26-5300

千歳 パ 夜勤専属スタッフ
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【パート】介護職員
資　格▶�無資格OK（介護職員初任者研修修了、介護福祉士資格あれば優遇）
給　与▶�介護福祉士/時給1,200円～�

初任者研修修了/時給900円～�
無資格・未経験者/時給880円～

時　間▶�［日勤］①7:00～16:00��
　　　�②9:00～18:00�③10:30～19:30�
［夜勤］④18:00～翌9:00��
★すべてのシフトに入れなくてもOK！�
　日勤のみ・夜勤専従等、幅広くご対応致します。

休　日▶�シフト制
待　遇▶�社保完備（勤務による）、昇給有、交通費規定支給、�

有給休暇（100%消化可能）、車通勤可（無料駐車場有）、�
処遇改善加算手当（年2回支給）、正社員登用制度有

㈱サンボウグループホーム�ぬくもりの里 千歳市住吉４丁目８番１４号

未経験者未経験者
歓迎！歓迎！

【新型コロナウイルス感染症対策万全】 安心して働けます。

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。
受付/9時～18時（人事担当直通）090-3399-5886

★無資格OK 
★WワークOK
★身体ケアなし 
★ちょっとしたお手伝い
　のお仕事です！

グループハウス 
での補助

同
時
募
集

夜勤帯
≪夕〜翌朝のケア≫

夕食の片付け、就寝準備手伝い、 
夜間の見守り・ケア、朝食準備等

お買い物・医療施設受診同行、
身体ケア、食事・入浴介助、
食事の調理、お話し相手等

日勤帯
≪生活サポート≫

のあるケアに携わって
くれる仲間を募集します♪

ぬくもりぬくもり

時給870円

千歳 パ 介護

仕　事▶�大型トラック（15t）もしくはトレーラー（20t）での鋼材の輸送
資　格▶�経験者優遇、大型自動車免許、けん引免許
給　与▶月給305,000～475,000円
時　間▶��平日/8:30～17:30(実働8h)　土曜/8:30～12:00(実働3.5h)
休　日▶�日・祝、月一回土曜休み有、夏季休暇、年末年始
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、有給休暇有

仕　事▶�倉庫内作業及び加工
資　格▶未経験者歓迎、経験者優遇、玉掛技能者資格あれば尚可
給　与▶月給200,000～415,000円
時　間▶��平日/8:30～17:30(実働8h)　土曜/8:30～12:00(実働3.5h)
休　日▶�日・祝、夏季休暇、年末年始
待　遇▶各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、有給休暇有、昇給・賞与有

写真付履歴書を郵送ください。面接は対面又はWEBで行います。【お問合せ】☎︎011-683-8221（受付/8:30～17:30）
〒006-0807 札幌市手稲区新発寒7条7丁目12-1グリーンエキスプレス(株)　総務部/辻野宛

北広島市北の里262-1 北広島市共栄54-6さくら運輸（株）北広島営業所 北広島事業所

◆トレーラー・大型トラックドライバー（北広島営業所）ドライバー・

正社員募集!
あなたの資格や経験を 
活かしてみませんか？

トレーラー
大型トラック

倉庫内作業員
◆倉庫内作業（北広島事業所）

北広島 正 トレーラー、大型トラックドライバー、倉庫内作業

送迎有

株式会社　北海道支店
■一般労働者派遣(派13-01-1084)　〒060-0013 札幌市中央区北13条西18丁目1-8

☎011-640-7003
（受付時間�平日9:00～18:00）土日定休

（代表）
（採用担当）

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
お問い合わせは携帯電話まで。面接は希望地で行います。

◆小麦の受け入れと水分量の検査
仕　事▶�収穫された小麦の受け入れと水分量の検査になり

ます。検査終了後は受け入れ先までトラックの誘
導をお願いします。積み降ろし作業はありません。

期　間▶７月下旬～２週間程度
時　間▶�8:30～17:30（受け入れ量により変動有）
給　与▶�時給900～950円　　�勤　務▶�週5日（シフト制）�
勤務先▶�千歳市東丘（東千歳）
待　遇▶�車通勤可（交通費規定支給）

080-6803-9493

スタッフ急募!スタッフ急募!短期
千歳 派 小麦の受け入れ作業

仕　事▶�手書き納品書の作成、ソフトを�
使った会計業務、電話・来客対応等

資　格▶�パソコンの基本操作ができる方、実務経験又は�
基本知識がある方

給　与▶時給900円+交通費規定支給
時　間▶�8:00～17:00�(休憩1h)、土曜/8:00～12:00
休　日▶�週休二日（水曜、日曜、祝日）、GW、お盆、年末年始
待　遇▶�各社保完備、車通勤可、無料駐車場有、�

正社員登用制度有

千歳市上長都1160-21

【受付/午前中】

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-29-3320
トライフード（株）

一般事務員募
集

千歳 パ 一般事務

時間・日数応相談!
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