
2021年10月29日（金）ちゃんと 12

☎39-7777応募

島松店
恵庭市島松旭町1丁目1-1 Web応募

はコチラ

㈱ラルズ  札幌市中央区南13条西11丁目2-32
●制服貸与  ●交通費規定支給  ●車通勤可

希望の店舗に電話連絡の上、
写真付き履歴書をお持ちください。

恵庭 ア パ レジ

給　与▶ ［一般］時給900円 
［学生］時給890円

時　間▶ ①9:00～13:00　 
②13:00～17:00　 
③17:00～21:00 
※9:00～17:00の通しも可

レジスタッフ 
募集!!

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）
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889円～

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

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

スタッフ募集!
★経験者歓迎!
★車好きな未経験者
　にもオススメ

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

千歳 ア パ レンタカー業務

販売スタッフ募集!

勇払郡安平町
早来富岡210-20

仕　事▶ 花と野菜の直売所「サックルズファーム」での
店内業務（レジ打ち、商品の陳列、袋詰めなど）

資　格▶ 未経験者・経験者ともに歓迎、 
車通勤できる方（公共交通機関が少ない為）

給　与▶  時給900円～
時　間▶8:30～17:00の間で実働7h（休憩1h）
休　日▶月10日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、有給休暇、 

社員割引有

受付/平日9:00～17:30　　担当/笠井
☎0145-26-2800
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

残り若干名の募集です

明るく
和気あいあい
とした職場です!

未経験者歓迎

安平 ア パ 販売

仕　事▶容器製造機械のオペレーション業務
資　格▶ 未経験者歓迎、18～40歳まで（キャリア形成の

ため）、要普通免許（マイカー通勤可能な方）
給　与▶ 月17万円～（経験により優遇） 

※試用期間3ヶ月/時給1,000円 
★残業20h、2交替勤務の場合/月20万円以上可能

時　間▶  ①8:00～17:00（実働8h） 
②19:00～翌4:00（実働8h）

待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、昇給年1回有、 
賞与年2回有、交通費規定支給、制服貸与、 
食事補助有、育児支援手当、退職金制度有、 
有給休暇有、車通勤可

【正社員】製造スタッフ

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-1380 受付/8～18時
担当/山内 千歳市上長都1124-5千歳工場

千歳 正 製造パ 清掃

仕　事▶事業所内施設の清掃業務
資　格▶ 未経験者歓迎、年齢不問、要普通 

免許（マイカー通勤可能な方）
給　与▶ 時給890円
時　間▶  ①9:00～12:00（実働3h） 

②8:00～17:00の間で実働3h（応相談）
待　遇▶ 労災保険、昇給年1回有、交通費規定支給、 

有給休暇有、車通勤可

【パート】清掃スタッフ

正社員 パート

休　日▶ 土日祝、ＧＷ、お盆、年末年始 
（会社カレンダーによる）

勤務先▶千歳市上長都

共通
項目

マイカー通勤 
可能な方歓迎!

製造
スタッフ募集!
全国のスーパー、コンビニ
などに並ぶ食品容器を製造
する会社です!
未経験者の方大歓迎!!

清掃

まずは
お問い合わせ
ください!

皆勤賞1ヶ月休まず
がんばろう！

あ
り
‼

★ 他の配布地域もございます。詳しくはお電話でご相談ください！

年齢不問 短期OK

仕　事▶ 生活情報紙「ちゃんと」の折込・配布
資　格▶ 年齢不問（健康な方） ★短期もOK
給　与▶ 1部配布7.5円～ 

（ページ数により変動あり） 
＋チラシ折込手当＋増ページ手当+皆勤賞

勤　務▶ 毎週木・金曜（週1～2日）
時　間▶ 木曜/5:00～19:00　 

金曜/5:00～18:00 
の間で実働1～3h位（配布場所による）

配布員募集

千歳市北斗4丁目13番20号 ☎0123-27-0911応募
■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

長都駅前4丁目

富丘1丁目

稲穂4丁目

豊里2丁目

寿1丁目

北斗2丁目

信濃2･3･4丁目

新富3丁目

桂木1･3丁目

真々地1丁目

島松仲町3丁目

恵み野南2丁目

恵み野西6丁目

中島町4丁目

黄金南1丁目

北柏木町1･2丁目

福住町2丁目

緑町1･2丁目

白樺町2丁目

千
歳
市

恵
庭
市

時　間▶ 月・火・水曜日/9:00～17:00の間 
（作業内容によって変動有、応相談）

　　　　木・金曜日/1地域、2h程度～
給　与▶ 時給900円　　
勤　務▶ 週4～5日 ※応相談
資　格▶ 年齢不問、車通勤できる方
待　遇▶ 交通費規定支給 ※委細面談にて 

折込チラシの仕分けや
チラシの荷受け火

月

水 チラシの折込、梱包

一週間の主な流れ

300軒程度で、配布地域はその都度変わります。
※詳細は面接の際にご説明いたします！

木

金
　　　　  の配布

自分の
ペースで
仕事が
出来るよ！

千歳・恵庭 委 ポスティングスタッフパ 業務スタッフ

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889円～ ※試用期間2ヶ月/時給889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

15:00～の後片付けスタッフ募集‼

★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

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!

ケーキの飾りつけ、洗い物、店内清掃等接客や洋菓子の箱詰め作業

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

同時募集

24時間受付OK！ 
お気軽にお電話ください。 0120-172-642

給　与▶ 時給950円～
時　間▶  7:00～翌3:00 

※シフト勤務
期　間▶即日～更新制
休　日▶ シフト制

 
950

給　与▶ 時給1,500円～
時　間▶ ①8:00～17:15 

②16:00～翌0:00 
③0:00～9:15 
※3交替

期　間▶ 即日～長期
休　日▶週休2日 ※シフト制

 
1,500

給　与▶ 時給1,050円～
時　間▶ ①8:30～17:30 

②16:00～翌1:00 
③17:00～翌2:00 
※残業の可能性有

期　間▶ 即日～翌2月下旬
休　日▶土日

1,050

千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F
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㈱アスクゲートノース

千歳・恵庭 派 製造ア 送迎

《新千歳空港共通項目》
給　与▶時給890円
待　遇▶交通費規定支給、車通勤不可

■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

時　間▶ 7:00～11:00（実働4h）
勤　務▶月24日程度　※週5～6日完全シフト制

◆アネックスビル（新千歳空港施設内）

時　間▶ 15:00～18:00（実働3h）
給　与▶ 時給890円
勤　務▶木、金、土（祝日は休み）
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、車通勤可

◆島松の保育園（島松本町4丁目）

清掃スタッフ 
募集!

時　間▶ 9:30～14:30（実働4.5h）
勤　務▶月21日程度　※週4～5日完全シフト制

◆客室清掃（新千歳空港施設内）

未経験者
歓迎!!

千歳・恵庭 ア パ 清掃




