
2021年9月10日（金）ちゃんと 10

千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F㈱アスクゲートノース 当社は「社団法人 日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号 派01-300587
24時間受付OK！ お気軽にお電話ください。 0120-172-642

給　与▶ 時給1,000～1,100円
時　間▶ 12:00～21:00 

※1～2h程度残業有
期　間▶長期（ 更新制）
休　日▶ 日曜・他シフト制 

※出勤日数相談可

1,000 1,100

給　与▶ 時給1,000円～
時　間▶ 8:30～17:30  

※変動の可能性有
期　間▶ 即日～10月末
休　日▶ 日曜・他シフト制 

※出勤日数相談可

1,000

給　与▶ 時給1,100～1,200円
時　間▶ ①②8:00～17:00 ※変動の可能性有 

③9:00～17:00
期　間▶ ①②即日～10月末 ※延長の可能性有 

③長期
休　日▶ ①②週1～2日 ※シフト制 ③土･日曜
資　格▶フォークリフト免許

1,100 1,200

給　与▶ 時給960円～
時　間▶ 8:30～17:15 

（残業の可能性有）
期　間▶即日～3月末
休　日▶土･日曜、祝日

960

千歳・恵庭・他 派 製造、検品、包装、選果、リフトオペレーター、組み立て

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

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/

月20万円以上
も可能‼

千歳 正 販売、軽整備

経験者歓迎!
アルバイト パート

仕　事▶ レンタカーの受付、 
軽整備・洗車・送迎のお手伝い

資　格▶ 経験者歓迎、 
要普通免許（AT限定OK）

給　与▶ 時給920円～
時　間▶ 7:30～19:00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。

☎0123-26-2191《担当》つのだ

千歳市東雲町5丁目7-3 
ニコニコレンタカー千歳東雲町店

車が好きな未経験者さんにもおすすめ♪

千歳 ア パ レンタカー業務

札幌市清田区美しが丘1条1丁目2-7　 業務請負業・労働者派遣業 派01-300216 〈自社求人情報サイト〉http://www.e-hasshin.com/
【受付】平日9:00～18:00 ※左記時間以外は直接ツタモリへ
0120-084-842 080-6073-7977

給　与▶ 時給1,100～1,220円（昇給有）
時　間▶ 日勤/8:30～17:15 

シフト制/ ①6:15～14:30　②14:15～22:30 
③22:15～翌6:30　※一週間ごとの交替勤務

休　日▶ 日勤/土日祝　シフト制/週休2日
待　遇▶ 有給休暇有、大型連休有、交通費別途支給、 

各種保険有、制服無料貸与

★長期勤務可能なお仕事
★日勤や交替勤務など就業時間が選べます。
★年2回ミニボーナス有（2～22万円）
★車が無くても通勤可能
［派遣］電子部品の製造・検査スタッフ/千歳市

但し、会場は予告なしに変更になる場合がございます。
事前にお問い合わせください。

八
ハ ッ シ ン

神エモーション株式
会社

就職・転職相談会
ご相談だけでもOK!

北ガス文化ホール
（4F 小会議室）

恵庭市民会館
（2F 小会議室）

13:00～15:30

13:00～16:00

★私服OK! ★フリー来場OK!
★恵庭･千歳･苫小牧に多数求人有！

9/14㊋

9/15㊌

開
催

千歳市北栄2丁目2-1

恵庭市新町10

千歳 派 電子部品の製造・検査

まずはお気軽にお電話ください。

北都交通千歳支店は千歳市内・新千歳空港を拠点としたタクシー会社です。

北都交通㈱千歳支店 ☎0123-27-4181 千歳市北信濃
783-1-4人事担当/岩下

増員募集!
バスでおなじみの北都交通（株）です。
タクシー部門もがんばっています！

北都交通グループ会社では働く方の労務管理を 
しっかり行いますので、安心して働けます。

給　与▶ 完全固定給/月126,000円～  
※別途各種手当有

時　間▶ 当社規定による  
※詳細は面談にて

勤　務▶ 日勤・夜勤のシフト制  
※日勤専門、夜勤専門も可

仕　事▶ 乗務員さんの健康管理と運転業務の準備等、 
GPS対応の無線業務･多少PC操作業務有

給　与▶ 完全固定給/月149,500円～ ※別途各種手当有
時　間▶ 日勤/6:45～17:15 

夜勤/16:45～翌7:10
勤　務▶ 月20日程度 ※シフト制 

基本週40時間勤務で日勤と夜勤を組み合わせた当社独自の勤務スタイルです。

運行管理者 運行管理補助者

★育成制度有! 
★当社で費用全額負担!

経験がなくても
頑張りたい方を応援します!

タクシー乗務員も同時募集!◆運転管理者、運転管理補助者

《共通項目》　待　遇▶ 各社保完備、賞与年2回、有給休暇（入社6ヶ月後10日付与）、自家用車通勤可（無料駐車場完備）

千歳 正 運転管理者、運転管理補助者、タクシー常務員

千歳市流通1丁目3-21 ☎0123-24-2041

◆一般事務員
仕　事▶一般事務  
資　格▶ 基本的なPC操作が可能な方

（ワード・エクセル）
給　与▶ 月150,000～200,000円
時　間▶ 8:00～17:00 
休　日▶  4週8休、年末年始、夏期休暇、

GW
待　遇▶ 各社保完備、昇給年1回、賞与年

2回、通勤手当（月7,100円～）

株式会社電材重機 千歳支店

急募

まずはお電話ください。 
面接日をご案内致します。面接時に写真付
履歴書をお持ちください。担当/黒木

一般事務員
経験者
優遇

 月収

15～20
万円

090-5073-2455

千歳 正 一般事務

ケアマネジャー
看護師

スタッフ募集!
正社員・パート

小規模多機能型
事業所

認知症対応型
共同生活介護事業

憩の郷
いこい さと

〒066-0073 千歳市北斗4丁目5番6号

電話連絡の上、写真付履歴書をご持参または郵送ください。

☎26-5300（グループホーム 笑顔の郷） グループホーム

笑顔の郷

［正職員/パート］看護師
資　格▶ 正看護師または准看護師
給　与▶ ［正職員］ 

正看護師/月給210,000円（資格手当含む） 
准看護師/月給190,000円（資格手当含む） 
［パート］ 
正看護師/時給1,200円＋資格手当 
准看護師/時給1,000円＋資格手当

時　間▶ ［正職員］9:00～18:00　［パート］応相談
勤　務▶  ［正職員］週5日　 

［パート］週2日～　※応相談
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、交通費規定支給、

賞与年2回、昇給制度有　

共
通
項
目

［正職員/パート］ケアマネジャー
資　格▶ 介護支援専門員
給　与▶ ［正職員］月給200,000円～（資格手当含む） 

［パート］時給1,000円＋資格手当

千歳 正 パ ケアマネジャー、看護師

【募集地域】 恵庭市 島松地域

仕　事▶ 「生活情報紙ちゃんと」の 
配布員さんの自宅に荷物を 
届ける仕事です。

資　格▶ 大きめの車をお持ちの方
給　与▶ 月11,000円程度（配達件数による）
時　間▶ 毎週水曜日の2～3h程度 

（担当軒数による）

週1日

まずはお気軽にお電話ください！

千歳市北斗4丁目13番20号

☎0123-27-0911
■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

配達員（班長さん）

募集

水曜日
だけ！

千歳・恵庭 委 配布員（班長）

応募

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
☎0123-24-3771平日

 入社後すぐに使える特別有休制度有!!
清掃員募集

◆【千歳市泉沢】日本血液製剤機構
給　与▶時給870円～
時　間▶7:00～11:00（実働4h） 
休　日▶土･日曜、祝日 ◆【恵庭市柏木町】恵望園

給　与▶時給870円
時　間▶8:00～12:00（実働4h）
休　日▶土･日曜、祝日

◆【千歳市富丘】消防署富丘出張所
給　与▶時給870円
時　間▶9:00～12:00のうち実働1.5h
休　日▶土･日曜、祝日

◆【千歳市蘭越】ザ・ノースカントリーGC
期　間▶即日～11月下旬
給　与▶ 時給950～1,000円
時　間▶ ①10:00～19:00位まで（実働3.5～8h） 

②8:30～12:30 ③6:30～10:30
勤　務▶ 週3日～（応相談）

◆【千歳市清流】北星病院
給　与▶時給950円
時　間▶ ①7:30～11:30 ②13:00～17:00 

（実働3.5h）
休　日▶日曜

《全地域共通項目》
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、雇用保険は週20h以上で加入

パート

千歳・恵庭 パ 清掃

※勤務内容や休日などはご相談ください。
写真付履歴書を郵送ください。 

追って面接日をお知らせいたします。

ドライバー募集!!

☎0123-32-1111
テーオー運輸株式会社

担当/世永（よなが）

❶学校給食配送ドライバー《パート》
仕　事▶ 恵庭市内の中学校へ給食コンテナの配送と回収業務
資　格▶中型自動車免許(8t限定不可）
時　間▶ 9:00～15:00の間で5h程度
休　日▶ 土日祝、他（学校の休み期間等） 

※年間184日程度の勤務です。
給　与▶日給5,000円
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場有） 

恵庭市北柏木町3丁目74-1 〒061-1433

❷道内便大型ドライバー《正社員》
仕　事▶ 近郊でのルート配送。
資　格▶要大型免許
時　間▶ 当社運行規程による
休　日▶当社規定による（月平均４～６日）
給　与▶月収280,000円（各種手当含む）
待　遇▶各社保完備、各種手当、有給休暇、車通勤可

学校給食配送 道内便大型

恵庭 正 パ トラックドライバー


