
2021年11月26日（金） ちゃんと11

レンタカー・ガソリンスタンド業界の経験者歓迎!

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

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）
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

(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

清掃兼受付
スタッフ募集‼︎

急募

☎22-5280 採用係

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

給　与▶�時給889円　�
※�月収例/889円×7h×12日�
＝74,676円

時　間▶�8:45～17:15　※実働7h
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、�

車通勤可（車通勤の方が通いやすい�
場所にあります。）

勤務先▶千歳市葬斎場/千歳市根志越1365

� 主に施設の日常清掃、他、ペットの�
火葬受付やご遺族様への案内業務

千歳 パ 清掃、受付

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930円～�
無資格・未経験者/時給890円～

時　間▶�［日勤］①7:00～16:00��
　　　②9:00～18:00��
　　　③10:30～19:30�
［夜勤］④18:00～翌9:00�

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８-１４
【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

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》

介護職員介護職員募募
集集

日勤のみ

すぐに働きたい 勤務開始日
応相談

年明けから働きたい
来春から働きたい

Wワーク 幅広く対応致します!夜勤専従

無資格OK! 有給休暇有!
（100％消化可能）

正社員登用
制度有!

千歳 パ 介護

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

応　募▶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

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？

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

ヤマト運輸の
年末短期アルバイト 緊急！追加募集!!面接会へお越しください！

千歳市泉沢
1007-206千歳ベース ☎0123-48-3812 担当/越

こ し か わ

川

《千歳》 10 ホーマック富士店左向かい（スタンド側） 20 セブンイレブン青葉店向かい（手押し信号前）
１ ヤマト北斗センター前（北斗1丁目バス停） 11 富丘団地入口バス停（昼のみ） 21 金星ハイヤー前
２ 北千歳駐屯地正門前（北部隊前 バス停）12 富丘4丁目コミセン駐車場前 22 札幌トヨタ自動車前（本町2丁目 バス停）
３  麺's kitchen 天下無双前 13 合田治療院前 23 千歳インターゴルフ前（真々地 バス停）
４  業務スーパー千歳店裏（旧かど歯科向かい）14 千歳駅裏（スノーショップ駐車所前 バス停） 24 泉沢向陽台入口バス停
５ ラーメン麺太郎前（昼のみ） 15 ちびっこランド前（末広5丁目 バス停） 25 若草3丁目バス停
６ 長都駅前（ヤマザキショップ） 16 光生舎クリーナース前（住吉 バス停） 26 若草4丁目バス停
７ アークス前（すずらん公園 バス停） 17 ホクレンショップ前（東郊 バス停） 27 向陽台交番前
８ セブンイレブン勇舞店前 バス停 18 オートバックス豊里店横（パセオ バス停） 28 セイコーマート（柏陽1丁目）向かい
９ アベイル前（看板の前） 19 サツドラ梅ヶ丘店右横 終点 千歳ベース

《恵庭→千歳》 10 セイコーマート美咲野店バス停
１ ラルズマート島松店前バス停 11 恵庭第一病院前バス停
２ 恵庭市立図書館前バス停 12 文教大学前バス停
３ 日本医療大学恵み野キャンパス前 13 セイコーマートさちづる東店右向かい
４ 北海道銀行恵み野出張所前 14 恵庭黄金郵便局前バス停
５ 北ガス向かい 15 恵庭駅東口バス停
６ 園田歯科前（しまむら前 バス停） 16 和光会館向かい
７ ほっともっと恵庭柏陽町店向かい 17 ほっともっと恵庭和光町店前
８ 龍仙寺前 18 フジボウル（北千歳駐屯地 バス停）
９ セイコーマート文京店左向かい 終点 千歳ベース

送
迎
ル
ー
ト

※今回の募集は、高校生の方は対象外です。ご了承ください。

1212月月
単月単月

●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。 
●写真付き履歴書と黒ボールペンだけをご持参のうえ、お気軽
　に会場へお越しください♪

●�日中開催の面接会には千歳駅裏発の�
送迎バスご利用いただけます！
●�千歳ベース10時開催は9:12発のバス、�
14時開催は13:12発のバスにご乗車ください！

恵庭は11/27土
12月は特別手当で 

最大12,000円支給!!
12月、1月の2ヶ月勤務もOK�※1月は通常時給

勤務時間 12月時給 特別手当 送迎

① 19:30〜翌4:00（実働7.5h、休憩1h） 1,400円 22時以降1,750円 1日 
2,000円

12/22〜27
の6日間で

12,000円！

千歳・恵庭
② 21:00〜翌4:00（実働6h、休憩1h） 1,400円 22時以降1,750円 -
③ 22:00〜翌4:00（実働5h、休憩1h） 1,400円 22時以降1,750円 -
④ 23:00〜翌4:00（実働4h、休憩1h） 1,400円 22時以降1,750円 千歳・恵庭

仕　事▶�ⓐ宅急便などの仕分け　ⓑ運転助手�
ⓒ検問などのお仕事

資　格▶�未経験者・フリーター大歓迎、学生歓迎
給　与▶�表参照　　勤　務▶�週3日～�※応相談
時　間▶�表参照�
待　遇▶�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）、ヘルメット・安全靴貸与

宅急便仕分けアルバイト

千歳ベース 10時 / 14時 / 19時 恵庭市民会館 16時 / 18時

26   ･ ･27   千歳は11/ 金 土 日28

千歳 ア 宅急便等の仕分け作業

その他 ア パ NHKのお問合わせ対応

0120-498-314

■業務請負業 派遣事業（派27-300523）  ■帯広営業所/帯広市西17条北2-39-3

無料

受付時間

平日 9〜19時／日祝10〜17時

★まずはお気軽にお電話ください！お問い合せ大歓迎！ ★来場不要のWEB面談も開催中！

★交通費全額支給

★日払・週払OK

1,000円時
給

1,200円時
給

1,350円時
給

高時給＆
 厚待遇！

◆社会保険完備 ◆有給休暇制度 ◆制服貸与◆食堂・ロッカー・休憩室・喫煙所・冷暖房完備、他 ※勤務地による

給 与  時給1,000円  深夜時給1,250円
時 間  8：30〜17：00／20：30〜翌5：00（2交替）
休 日  4勤2休（工場カレンダー）

給 与  時給1,200円  残業時給1,500円
　　　月収例：25.2万円（20日稼働、残業40h）
時 間  8：30〜17：15
休 日  土日、祝日（工場カレンダー）

給 与  時給1,350円  残業時給1,688円
　　　月収例：25.4万円（20日稼働、残業27.5h）
時 間  9：00〜17：30
休 日  土日、祝日（工場カレンダー）

❶

❷

樹脂押し出し成型設備の保全業務

製造業務経験のある方歓迎　★日勤

❸

https://job.persol-factorypartners.co.jp/

★マイカー通勤OK
    （無料駐車場完備）

千歳市上長都
★パナソニック工場〈マシンオペレーター〉

◎長都駅 徒歩15分

◎岩見沢駅〜車5分

◎バス停も有セラミック電子部品の製造

苫小牧市柏原

岩見沢市東町

プラスチック管の製造補助 ◎沼ノ端東 I C近く

フォークリフト有資格者歓迎　★日勤

（規定有）

『モノづくり』
WORK！

千歳・その他 派 ①セラミック電子部品の製造②プラスチック管の製造補助･出荷業務③設備保全業務

経験者優遇!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

（千歳第一ホテル）☎27-2000

千歳市幸町4丁目25-1
㈱タスクMホールディングス

仕　事▶�接客、配膳等のホール業務全般
資　格▶経験者優遇
給　与▶�時給1,200円～�※深夜割増有
時　間▶�16:00～24:00
勤　務▶�週5～6日�※シフト制
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�

車通勤可、制服貸与、無料駐車場完備
勤務先▶�①和どさんこキッチンゴリラ/�

　千歳市幸町5丁目6-1��
　クイーンズホテル千歳1F�
②北海道まるごとダイニングうまいっしょ/�
　千歳市幸町4丁目25-1��
　千歳第一ホテル1F

ホールマネージャー

正社員正社員
登用登用
制度有!制度有!

千歳 パ ホールマネージャー




