
2022年1月14日（金） ちゃんと11

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 ☎0123-24-3771平日

給　与▶ 時給898円
時　間▶ 7:00～9:30（実働2.5h）
勤　務▶月・水・金

❶千歳商工会議所/千歳市東雲

給　与▶ 時給898円
時　間▶ 6:00～8:30または9:00（実働2.5h～3h）
休　日▶土・日・祝

❷エニケンビル/恵庭市泉町

《共通項目》
待　遇▶ 制服貸与、雇用保険は週20h以上で加入、 

交通費規定支給

清掃員
 募集!!

千歳・恵庭 パ 清掃

★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

ニコニコレンタカー千歳東雲町店
スタッフ募集 

千歳 ア パ レンタカー業務

すぐに
働けます!

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/

正社員
募集!

月20万円以上
も可能‼

千歳 正 販売、軽整備

千歳市新富1-3-5社会福祉法人
千歳市社会福祉協議会 ほっとす

☎42-3133まずは
お電話ください。
［受付］月～土/8:45～17:15　［担当］介護総務係/岡田

デイサービス❶看護職員
❷介護職員

資　格▶ 看護師または准看護師資格
給　与▶ 時給1,140円
勤　務▶週2日程度
待　遇▶通勤手当

❶看護職員　★Wワーク出来ます！

資　格▶ 無資格OK
給　与▶ 時給920～1,020円 

※資格に応じて加算有
勤　務▶週3日程度
待　遇▶通勤手当、処遇改善加算有

❷介護職員

★訪問介護職員も同時募集 
好きな時間にお仕事できます。

時　間▶8:45～16:30（休憩60分） 
休　日▶ 日曜、他シフト制
勤務先▶ 祝梅ほっとす（千歳市流通3丁目3-16）

共通項目

千歳 パ 看護、介護

株式会社道央環境センター 恵庭市本町27番地

☎0123-34-0740応 募

給　与▶ 時給900円
時　間▶ 8:00～12:00
勤　務▶月～金の間で週4～5日

◆清掃 《パート》
◉サッポロビール工場

給　与▶時給930円
時　間▶18:00～22:00　
勤　務▶週3日～OK（シフト制）
休　日▶土日祝

◆清掃（手術室） 《パート》
◉我汝会えにわ病院

待　遇▶ 社保完備（勤務時間による）、 
賞与年2回、制服貸与、交通費規
定支給、車通勤可、有給休暇有

共通 
項目

給　与▶ 時給930円
時　間▶ 5:00～19:30の間で実働4～8h
勤　務▶シフト制 ※応相談

◆厨房（調理補助） 《フルタイム/パート》
◉我汝会えにわ病院 フルタイム・扶養範囲内

選択可

恵庭 パ 清掃、調理補助

勇払郡安平町
早来富岡210-20

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。

安平 ア パ 栽培

栽培スタッフ募集!
●未経験者、経験者
　ともに歓迎!
●お花が好きな方
　大歓迎!!

仕　事▶ ハウス内での鉢花の手入れ・給水・ 
出荷準備等の作業

期　間▶通年雇用
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）、 
土日祝日勤務可能な方

給　与▶ 時給900円
時　間▶8:00～17:00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

※ 場合により、恵庭
市民会館での面接
会は中止になるこ
とがございます。
ご了承ください。

面接会にお越しください！
【持ち物】 ・写真付き履歴書・黒ボールペン
● 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。 

千歳市泉沢1007-206ヤマト運輸株式会社　千歳ベース

ヤマト運輸株式会社　千歳ベース

担当/ 越川（こしかわ）☎0123-48-3812

◆宅急便仕分け
資　格▶ 未経験者・フリーター大歓迎、学生歓迎、高校生不可
給　与▶ 表参照　　　　時　間▶表参照
勤　務▶ 週3日～ ※応相談
待　遇▶ ヘルメット貸与、安全靴貸与、送迎バス有、 

車通勤可（時間外の場合交通費支給有）

!!

※ 今回の募集は、高校生の方は対象外です。ご了承ください。

学生さん、主婦（夫）さん、フリーターさん、みんな大歓迎!!

末
広
大
通

幼
稚
園

駅
大
通

JR千歳駅
千歳ステーション

プラザ
千歳郵便局

鉄北通

中央大通←札幌 苫小牧→

交番

送迎バス乗り場MAP
 千歳ベースで日中開催の面接会には、
千歳駅裏（スノーショップ駐車場前）の
送迎バスをご利用可能です。 
（10時開催→9:12発、14時開催→13:12発）

❶16:00～　❷18:00～恵庭市民会館❶10:00～　❷14:00～　❸19:00～千歳ベース

1615 16 17土 日 月 日
1/ 1/

千歳 ア 宅急便等仕分け作業

2月
単月もOK

2月･3月の
2ヶ月

勤務時間 送迎 時給
① 16:00～19:00（実働3h） 千歳 1,100円
② 19:30～23:00（実働3.5h） 千歳・恵庭 950円 22時以降1,188円
③ 19:30～24:00（実働4.5h） - 970円 22時以降1,213円
④ 19:30～翌4:00（実働7.5h、休憩1h） 千歳・恵庭 970円 22時以降1,213円
⑤ 20:00～24:00（実働4h） - 970円 22時以降1,213円
⑥ 20:00～翌1:00（実働5h） - 1,000円 22時以降1,250円
⑦ 21:00～翌1:00（実働4h） - 1,000円 22時以降1,250円
⑧ 21:00～翌4:00（実働6h、休憩1h） - 970円 22時以降1,213円
⑨ 22:00～翌4:00（実働5h、休憩1h） - 970円 22時以降1,213円
⑩ 23:00～翌4:00（実働4h、休憩1h） 千歳・恵庭 1,000円 22時以降1,250円

仕　事▶ レジ打ち、品出し、 
掃除、接客等

給　与▶ 時給900円～
時　間▶ 9:00～20:00 

※時間帯は応相談
資　格▶ 週3日以上働ける方
待　遇▶勤務により社会保険加入可

千歳市新富3丁目10番6号 

まずはお気軽にお電話ください。

ワークマン千歳店作業服、作業用品
ユニフォームの
大型専門店

☎0123-22-0233担当/佐々木

短時間もフルタイムも
未経験の方、祝日・土日働ける方大歓迎!

扶養内勤務OK

千歳 ア 店内業務全般

時間
応相談

仕　事▶ 仕込み、調理、洗い場等
資　格▶ 調理師免許（もしくは調理師専門学校等に 

在学中で調理師免許取得予定の方）
給　与▶月20万円～
時　間▶ 11:00～23:00の間でシフト制
休　日▶日曜、祝日を含め月6～8日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、各種手当有、 

制服貸与

仕　事▶ 接客、配膳、料理説明、片付け等
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶時給1,050円
時　間▶ 17:00～23:00
勤　務▶週3～5日程度
休　日▶日曜、祝日
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与

◆ 調理師（見習い） 正社員

正社員

◆ ホールスタッフ

☎0123-26-5061受付/14～18時 
担当/浅野、山川

まずはお気軽にお電話ください。

スタッフ募集!

千歳市幸町
2丁目3-2

千歳 正 調理ア ホール

アルバイト

アルバイト

時　間▶ ①8:00～13：00　②13：00～17：00 
③17：00～21：00　④24：00～8：00

給　与▶ ①～③/時給900円 
④/時給1,125円

勤　務▶ 週1日～ ※応相談
待　遇▶  制服貸与、車通勤可、深夜割増有、 

社保・雇保完備、正社員登用の途有、 
福利厚生制度有（飲食店・カラオケ店等の特別割引優遇）
まずはお気軽にお電話ください。

担当/井上応募 ☎26-2096

久しぶりの募集です‼

週末のみOK

WワークOK

セブンイレブン千歳北栄店
㈱いのうえ 千歳市北栄2丁目24-5

1日3h～OK週1日～OK

千歳 ア パ 店内業務全般

バイトデビュー、ブランクある方も大歓迎！

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

千歳市北陽1丁目2-1フードD365千歳店
担当/加々谷☎27-5370

給　与▶ 時給899円（学生/時給889円～）
勤　務▶週3～4日
待　遇▶ 雇用保険（勤務時間により加入）、 

有給休暇有、制服貸与

共
通
項
目

Qua ity & Discount

勤務日数・休日応相談!!
学生アルバイト歓迎!

◆レジ

◆精肉

◆生鮮（寿司）

時　間▶ ①13:00～17:00 ②17:00～21:00 ※選択可

時　間▶ ①8:00～13:00 ②12:00～17:00 ※選択可

時　間▶ 8:00～13:00

千歳 ア パ 店内業務

《全職種共通項目》
勤　務▶シフト制 ※日数・時間はご希望をお伺いします。 
待　遇▶ 各種保険完備(時間数による）、制服貸与、 

交通費規定支給、試用期間3ヶ月

◆調理補助
給　与▶ 時給950円
時　間▶ ①4:00～13:00（実働8h ※応相談） 

②8:30～13:30（実働8h ※応相談）

◆食器洗浄
給　与▶ 時給900円
時　間▶ ①9:30～18:30（実働7h） 

②9:30～16:00（実働5h） 
③12:00～18:30（実働5h）　※①～③選択OK 
④12:00～18:00（実働4.5h）/土日祝

未経験者
OK！

未経験者
OK！

《勤務先》南恵庭駐屯地内隊員食堂

札幌市中央区南2条
西11丁目327-12-403協働美装㈱札幌支店応募 ☎011-215-8908

◆調理師（フルタイム）
給　与▶時給1,200円　　　　資　格▶調理師資格必須
時　間▶ ①4:00～13:00（実働8h）  

②8:30～18:30（実働8h） ※①②選択可

◆調理補助
給　与▶ 時給950円
時　間▶ ①4:00～13:00（実働8h ※応相談） 

②8:30～18:30（実働8h ※応相談） 
③14:30～18:30（実働3.5h ※応相談）

◆食器洗浄
給　与▶ 時給900円
時　間▶ ①9:30～19:00（実働6.75h） 

②15:00～19:00（実働3.5h） 
③9:30～13:15（実働3.25h） ※他、時間応相談

未経験者
OK！

未経験者
OK！

《勤務先》北恵庭駐屯地内隊員食堂

★短時間勤務OK！

恵庭 パ 調理師、調理補助、食器洗浄


