
2021年12月3日（金）ちゃんと 12

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

無理せず働く！無理せず働く！
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！

募募
集集

千歳 嘱 タクシー乗務員

千歳市青葉5丁目6-10　http://www.hotal-web.com

◆ベッドメイク兼フロント
仕　事▶�客室清掃、備品補充、�

フロント業務
時　間▶�①9:00～15:00��

②14:00～19:00��
※①②選択可

給　与▶�時給1,000円�
※試用期間（3ヶ月以内）/時給940円～

勤　務▶�応相談�

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!

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

千歳 パ ベッドメイク兼フロント

恵庭市和光町4丁目8番20号

週2日～
（短時間勤務OK）

パートは

①

②

③

仕　事▶介護施設での一般事務業務
資　格▶経験不問
給　与▶正/月150,000円 パ/時給890円
時　間▶9:00～17:00（休憩1h）
休　日▶月7日、有休･慶弔休暇あり

⑤

正/月208,000～230,000円
パ/時給1,300～1,450円

③

夜勤介護業務（①②の勤務先のみ）
資格不問
正/月256,000～297,000円
パ/1勤務21,000～24,000円

④

②

2～3hからOK！

①

正/月172,000～213,000円
　※夜勤手当6,000円別途支給
パ/時給900～920円 ※夜勤手当6,000円別途支給

（株）萌福祉サービス

恵庭 正 パ 介護、看護、夜間専属介護、事務正 サービス提供責任者

苫小牧市美沢
261-56

まずはお気軽にお電話ください。

☎0144-58-4111
エアポートパーキング

担当/竹内�

仕　事▶�駐車場と新千歳空港間（片道10分）の送迎業務他
資　格▶�中型一種免許以上、年齢・経験不問、シニアOK
給　与▶�時給900円��

※深夜手当、残業手当有�★日払い可
時　間▶�①5:30～14:30�②14:00～23:00�

※①②シフト制、繁忙期は残業の場合有
勤　務▶�シフト制、日数応相談�
待　遇▶�中型免許限定解除養成有、制服貸与、�

車通勤可、日払い可

日払い可！
募集!!募集!!バスドライバーバスドライバー

週末
食事付き♪

苫小牧 ア バスドライバー

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

清掃員募集!!清掃員募集!!パート

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

応　募

☎0123-24-☎0123-24-37713771平日

期　間▶2022年1月3日～3月6日
給　与▶�時給1,200円（交通費込み）
時　間▶�10:00～14:00�

（実働4h）
勤　務▶週3～5日�※交代制
待　遇▶�制服貸与、雇用保険は週20h以上で加入

◆�ノースカントリーGC/千歳市蘭越�
冬季業務

2～3名2～3名
募集！募集！

千歳 パ 清掃

札幌市豊平区月寒1条17丁目5-48�有田不動産ビル2F
株式会社どうきゆう

保育園の調理スタッフ保育園の調理スタッフ

受付/月～金�9～18時　担当/髙松
☎011-850-4151応募

北広島 パ 調理補助

40〜50代40〜50代
多数活躍中多数活躍中

残業残業
ほぼなしほぼなし

ブランクのブランクの
ある方歓迎ある方歓迎

異業種から異業種から
の転職もOKの転職もOK

イベントに合わせたメニュー作りなどもあり 
子どもたちの喜ぶ顔が見られますよ

仕　事▶調理・盛付・配膳・洗い場等
資　格▶�未経験者歓迎、主婦（夫)、�

シニア、ブランクある方も可、�
Wワーク・扶養内勤務可

時　間▶8:30～17:00　※実働5.5h
給　与▶時給900円
勤　務▶�土曜日含む週4～5日
休　日▶日・祝
待　遇▶�各社保完備（勤務による)、�

交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、�
食事補助有、試用期間2ヶ月

勤務先▶�認定こども園札幌自由の森幼稚園・�
保育園（北広島市西の里）

◆調理補助/パート
社員登用制度有社員登用制度有（規定有）（規定有）

アルバイト体験記 千歳市/漫画大好き人間

　19歳の頃、社会勉強のために、清掃員として働く母の紹介でスーパー
の品出しの仕事を始めました。品出しと言っても、商品のダンボールを開け
て商品棚に並べる作業の他に、お客様に欲しい商品の場所を聞かれることも
あり、当初の私は人見知りが激しく笑顔も苦手でしたので、いつも緊張して
仕事をしていました。そんな中、お客様の要望に応えた後の、ありがとうと
伝えてくれる嬉しそうな笑顔を見る度に、暖かい気持ちになりやりがいを感
じました。
それからは、ただ決められた仕事をこなすだけでなく、目の前に人がいな

くても ｢いらっしゃいませ｣ と店内に伝わるような声を出し、お客様から正
社員の方まで、積極的に関わることで自分を変えることを心掛けました。そ
うすることで、働いている中で様々なトラブルもありまし
たが、上手く対応出来るようになり、次第に仕事に自信が
ついて、人見知りもちょっぴり克服できました。
商品を売り場に出すのみの単純な作業の中でも、自身を

成長させられた貴重な経験が出来たと思います。

恵庭市有明町2丁目
13-9（柏木戸磯通沿い）(有)竹村物産

電話の上、写真付履歴書を
お持ちください。 ☎33-2079

仕　事▶�当社契約の恵庭市内の住宅700件
のプロパンガス及び灯油の検針。�
検針はハンディという機械で読み取る�
簡単な業務です。不定期で当社チラシの�
ポスティング業務も有。

資　格▶�年齢・経験不問、要普通免許
時　間▶��毎月1～10日までの間で�

9:00位から夕方まで
報　酬▶�完全出来高制、�

検針1件/50円、ポスティング1件/10円

慣れれば月3～4日で出来るお仕事です。
性別・年齢性別・年齢不問!未経験者未経験者でも安心！

◆燃料販売・電力供給販売・冷暖房設備工事・住宅機器関連

何かあったら…すぐタケムラ 竹村物産

恵庭 委 検針業務

仕　事▶�仮設材、建築資材の運搬
資　格▶�未経験者可、仮設材運搬経験者、�

要大型免許、小型移動式、�
クレーン資格、玉掛け資格

時　間▶�8:00～17:00（休憩1h、運行計画により変動有）�
※月平均10～20hの時間外有

休　日▶�土、日、祝、GW、お盆、年末年始�
※月平均1～2日の土曜出勤有

待　遇▶�時間外手当、休日出勤手当、燃料手当、長距離手当
（200km以上）、夜間手当（22時以降）、各社保完備、�
車通勤可、昇給有、退職金制度有

共
通
項
目

◆8tユニック運転手/正社員�
給　与▶�月給251,016～263,750円��

※固定時間外35h含む�
※試用期間（最長3ヶ月）/日給10,400円

◆11tユニック運転手/正社員�
給　与▶�月給265,023～280,050円�

※固定時間外35h含む�
※試用期間（最長3ヶ月）/日給10,400円

8t･11tユニック運転手資格資格をを
活かして働こう！活かして働こう！

受付/9～16時
担当/池田☎011-377-4931

まずはお気軽にお電話ください！

北広島市輪厚431-1
北一運輸株式会社

Kitaichi Transportation Co., Ltd.

経験者 
優遇いたします

一
緒
に
頑
張
り
ま
し
ょ
う
！

未来を築く
お仕事です！

北広島 正 8t･11tユニック運転手

未経験でも可!!未経験でも可!!

★その他、派遣の短時間のお仕事短時間のお仕事 
　( 施設清掃、スーパー裏方など ) あります！

仕　事▶�自社スタッフの自宅付近から千歳市内の工場まで
送迎。乗車人数4～5名程度、恵庭市恵み野～千歳
市泉沢の範囲です。�
※8人乗り（バンタイプ）車両貸出�
※ご自宅にて車両管理できる方歓迎

給　与▶時給900円　�
休　日▶�土・日曜（土曜出勤の場合有）他、GW、�

夏季、年末年始
時　間▶�6:15～8:00および18:00～19:45�

※時間変動の場合有

㈱ヒューマンインプリンク 千歳支社
一般労働者派遣事業/派01-300271
有料職業紹介事業/01-ユ-300107

千歳市柏台南 
1丁目3-1

☎0123-25-☎0123-25-32213221
http://www.imp-link.co.jp/

シニア世代シニア世代
歓迎♪歓迎♪

12月10日（金）日
時

会
場

★事前予約も受付中

13：00〜20：00
千歳市民文化センター

（北ガス文化ホール 小会議室2）

当日ご都合の合わない方もお気軽に
電話、HP、二次元コードからお問い合わせください。

お仕事相談会お仕事相談会開開
催催送迎送迎ドライバードライバー募募

集集 自社求人

千歳 ア 送迎ドライバー

小学生から高校生のお子様がいる方には

子育て支援金支給 

（1日500～700円　※規定有）

終学相談室/2名募集 今秋OPENしました

勤務先▶ユアホール向陽台/千歳市文京3丁目1
仕　事▶�新しくオープンした新施設での広報宣伝�

活動、各種催事のご案内、テレアポ等
時　間▶�10:00～15:00　※実働4h
休　日▶土日祝

葬祭フロント事務/1名募集
勤務先▶千歳シティホール/千歳市北信濃871-19
仕　事▶�電話対応、伝票作成、発注業務、他
時　間▶�9:00～18:00　※実働5h程度
休　日▶土日

ホールスタッフ・フロント事務/各1名募集
勤務先▶�ベルクラシックリアン平安閣�

千歳市錦町4丁目9
仕　事▶�ホール/接客、配膳、片付け�

フロント/電話対応、伝票作成、発注業務、他
時　間▶�10:00～18:00　※実働5h程度
休　日▶週2～3日�（土日休みも相談可）

《共通項目》
資　格▶要普通免許、未経験者・経験者ともに歓迎
給　与▶時給1,000円　※試用期間2ヶ月/同条件
待　遇▶�各種保険完備、制服貸与、通勤手当、車通勤可、

有給休暇、社員登用有、子育て支援金支給

千歳 パ 広報宣伝活動、フロント事務、ホールスタッフ

〒066-0064 千歳市錦町4丁目9番地
（株）マリアージュインベルコ千歳支社 採用担当宛 

(リアン平安閣)

(採用担当部署直通)
☎0123-26-1163
080-4415-2765

電話連絡の上、写真付き履歴書を持参 
もしくはご郵送ください。

パートスタッフ パートスタッフ 
4職種募集!4職種募集!

【履歴書郵送先】

★扶養内勤務可能★扶養内勤務可能
★勤務時間や休日は応相談★勤務時間や休日は応相談


