
2021年11月5日（金）ちゃんと 12

給　与▶��時給900円〜�※高校生/時給889円〜�
※試用期間1〜3ヶ月有/時給889円

時　間▶�10:30～20:30の間でシフト制�
例）11:00～14:00、17:00～20:00等

勤　務▶週1日～OK
待　遇▶�交通費規定支給、昇給有、制服貸与、正社員登用制度有

☎46-2221応募

かまど円山�新千歳空港店
千歳市美々新千歳空港ターミナルビル3F

担当/さいとう

★�ランチのみ、ディナーのみ等、�
シフトは応相談！

★�扶養内勤務もOK‼︎

ホール･キッチンホール･キッチン
スタッフ募集スタッフ募集

千歳 ア ホール、キッチン

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940円〜　※昇給有��

※22時以降/時給1,175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OK! 
★女性活躍中!

勤務日数勤務日数
応相談!応相談!

千歳 パ ベッドメイク

仕　事▶�福祉施設の日常清掃業務
時　間▶7:00～10:30（実働3.5h）
給　与▶�時給889円�※試用期間1ヶ月有/同条件
休　日▶�水曜、日曜、祝日
待　遇▶�マスク・保護手袋支給、制服貸与、�

交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶�恵庭市南島松6-4

清掃員清掃員募集募集

㈱真和サービス 札幌市中央区南28条
西12丁目2-11

☎011-513-6777 担当/吉本
受付/9～18時

電話連絡の上写真付履歴書をお持ちください。
（面接は現地又はご自宅近くにて行います。）

恵庭 パ 清掃

向陽台店

スタッフスタッフ
各1名募集!!各1名募集!!

時　間▶�①8:00～12:00�②12:00～16:00�
※①②シフト制�※要相談

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

農産

レジ

パート

パート

《共通項目》
給　与▶�時給914円�

※試採用期間3ヶ月/時給889円〜�
★日曜・祝日は時給+30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

向陽台店千歳市白樺2-3

☎28-3511☎28-3511応募 担当/安田

千歳 パ 農産、レジ
セブン-イレブンジャパン向けパンの

製造をしている会社です。

★キレイで清潔な環境！ ★冷暖房完備！

土日
休み

◆恵庭工場（恵庭市恵南1番地）
資　格▶�未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶�9:00～18:00、18:00～翌3:00
給　与▶�時給890円〜+交通費規定支給�

※22:00〜翌5:00/深夜手当有
休　日▶�土日�※他2ヶ月に1回工場指定の休日有
待　遇▶�各種社会保険完備、�

有給休暇有、制服貸与、�
昇給有（人事考課による）、�
車通勤可、交通費規定支給

パン製造パン製造  
スタッフ募集!スタッフ募集!

株式会社エフビーエス
〒061-1411　恵庭市恵南1番地恵庭工場

☎34-6866
まずはお気軽にお電話ください。

受付/9～17時�
担当/大松

恵庭 パ 製造

あなたのあなたの「好き！」「好き！」をを
活かしませんか？活かしませんか？

グルメファッション

営業営業募集募集

仕　事▶�生活情報紙｢ちゃんと｣の広告・企画営業
資　格▶�要普免、千歳・恵庭市内在住の方、エクセル操作できる方
給　与▶�月220,000〜420,000円
時　間▶�9:00～18:00（休憩100分）�

※月曜日は若干の残業があります。
休　日▶日曜日、隔週土曜日�※月6～8日�
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、昇給・賞与有（業績に

よる）、諸手当有、車通勤可、試用期間1～3ヶ月位有

千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

写真付履歴書（手書き）をご郵送ください｡
書類選考の上、後日ご連絡致します。

未経験
OK！

☎0123-27-0911

〒066-0073�千歳市北斗4丁目13-20

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

生活情報紙 「ちゃんと」 の営業スタッフを募集します。

エンタメビューティー

千歳・恵庭 正 営業

資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許�★二種免許取得養成制度有
時　間▶�日勤:例/5:00～16:00　�

★5～8時の間に出勤し、�
　帰庫は出庫から10時間半後�
夜勤:例/18:00～翌5:00�　�
★18～20時の間に出勤し、�
　帰庫は出庫から10時間半後

休　日▶週休2日
給　与▶�完全歩合制　日勤/月180,000円〜　�

　　　　　　夜勤/月220,000円〜　�
※入社後1年間は給与保証有(当社規定による）

待　遇▶��各社保完備、入社祝金制度（10万円/規定有）、�
制服貸与、退職金制度、車通勤可（駐車場完備）

ドライブレコーダー･GPS･
防犯ガラス有!!  安心して働ける♪

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

担当/古瀬☎22-0866
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
勤務日は相談の上決定。希望収入をお聞かせください♪

タクシードライバータクシードライバー

しっかり休める♪しっかり休める♪
週休2日制週休2日制

さわやか無線センター

女性ドライバーも積極採用中！
現在3名が
活躍中！

日勤のみ
OK!! 

募募
集集

千歳 嘱 タクシー乗務員

24時間受付OK！ 
お気軽にお電話ください。 0120-172-6420120-172-642

給　与▶�時給1,000円〜
時　間▶�7:00～15:00�

※時間変動の可能性有
期　間▶長期
休　日▶週休2日�※シフト制

★新着求人

洗車・車内清掃・運転業務

時給1,000円〜
長期

《千歳市》

給　与▶�時給950円〜
時　間▶��8:00～16:00�

※�早上がり、残業の�
可能性有

期　間▶�即日～12月下旬
休　日▶シフト制（相談可能）

★送迎あり

ししゃもの仕分け・箱詰め

時給950円〜
即日～12月下旬

《むかわ町》

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

WEB面接WEB面接も可能です。も可能です。
まずはお気軽にお問合せください。まずはお気軽にお問合せください。

アスクゲートノース

オススメオススメ求人!求人!
☆登録時に11月5日号のQ人ナビを持参の方限定

採用決定から勤務5日目に
お米5kgプレゼント!

先着先着
10名!!10名!!

千歳・その他 派 仕分け・箱詰め、洗車・車内清掃・運転業務ア 送迎

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

★派遣スタッフさんの送迎業務

送迎ドライバー

時給950円〜
即日～更新制

《千歳近郊》

勇払郡安平町
早来源武275

行こう！ いいホース

0120-0120-15-114315-1143

応 募
電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

資　格▶�車通勤可能な方、WワークOK
時　間▶�9:00～16:00の間で�

実働4h～　※応相談
給　与▶時給900円
勤　務▶�週4～6日�

※応相談　※シフト制
待　遇▶�労災保険、交通費全額支給、�

夏季・冬季寸志有、忘年会等の�
イベント有、定期健康診断、�
食堂利用可

勤務先▶�ノーザンファーム空港�
（苫小牧市美沢114-2）

苫小牧 ア 清掃

ご質問などございましたらお気軽にお問合せください。
社員寮等、会社施設の維持管理業務です。

清
掃
清
掃
ス
タ
ッ
フ

ス
タ
ッ
フ

会社
施設

夏季・冬季
ミニ 

ボーナス 
あり!

2〜3名
募集!

交通費
全額支給!

Wワーク
OK!

応募お待ち 応募お待ち 
してます♪してます♪

(株)東洋実業�恵庭営業所
恵庭市黄金中央1丁目13-11��クレール黄金1F

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
合否は5日以内にご連絡致します。お気軽にご相談ください。

☎33-8225 ［担当］採用係

◆レンゴー（株）恵庭工場/恵庭市戸磯
仕　事▶日常清掃業務
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給900円
時　間▶8:00～12:00�※実働4h
勤　務▶週2～4日�※応相談
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

清掃清掃 スタッフスタッフ
募集募集

制服が新しくなります♪

未経験者未経験者
歓迎歓迎

勤務日数勤務日数
応相談応相談

恵庭 パ 清掃

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）

皆勤賞皆勤賞1ヶ月休まず
がんばろう！

ああ
りり
‼︎‼︎

恵庭市

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

みどり台北
1･2･4･5丁目

長都駅前4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

桂木1･3丁目

真々地1丁目

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 ★�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

配布員配布員募集募集

千歳・恵庭 委 ポスティングスタッフ

千歳市上長都1-12
https://kuk-line.co.jp旭新運輸開発株式会社

新規大型取引開始に伴う募集です!新規大型取引開始に伴う募集です!
一から現場を作れる社員を募集します。

手取りで手取りで
配送ドライバー配送ドライバーなな

らら

安定して高収入!!安定して高収入!!
4t2020〜〜2525万円万円

★今年4月にSBSグループ入り

家族で参加できる職場内の食事会で、親睦を深めましょう♬
★家族会毎年開催
★2019年1月新設のきれいな事務所です♪

座学･実技指導等サポート体制が充実！より安全に楽しく意見
や情報を共有する為に、月1回のミーティングと年2回の実車
を用いた安全大会を開催。

★社員の7割が未経験からのスタートです。

まずはお気軽にお電話ください。
面接時に写真付き履歴書をお持ちください。

【受付/8～17時】
��担当/岩田☎40-6007

時　間▶�4:00～13:00（休憩1h）��
※行先によって多少の変動有��
※残業月30～40h程度

給　与▶�月給245,000円以上�
（残業45h以内、深夜･休日なしの場合）�
※他、扶養手当・年次給・稼働評価手当有

資　格▶要中型免許、未経験歓迎、経験者優遇
休　日▶�1年変形労働時間制�※年間休日87日�

※社内カレンダーによる

★日曜・祝日お休み　★賞与年2回有！
★道内のみ・ほぼ固定の配送！ 毎日自宅に帰れます。

速度超過ゼロなど安全に取り組む人の為に、
社内評価制度があります！

配送業務<4tドライバー>（正社員）

男女ともに
活躍中

千歳 正 リフト作業員、4tドライバー
リフト作業員（正社員）

時　間▶8:30～17:00�※残業月5h程度
給　与▶�月給210,000円�

（残業20h以内、深夜・休日なしの場合）
資　格▶�不問、フォークリフト免許保持者優遇
休　日▶日曜、祝日

待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤
可、各種手当（扶養手当、家族手当、�
業務手当、評価手当、安全手当等）、�
賞与（年2回）、有給休暇、各種免許取得
費用会社負担、互助会有、クラブ有

共
通
項
目
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