
2022 年 1 月 21 日（金）ちゃんと 12

★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 スタッフ募集 

千歳 ア パ レンタカー業務

すぐにすぐに
働けます!働けます!

レンタカー・ガソリンスタンド業界の経験者歓迎!

すぐ働けます!

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

時　間▶�①13：00～17：00　②17：00～22：00�
③21：00～翌2：00　④22：00～翌6：00

給　与▶�①②時給889円 
③④時給1,111円

勤　務▶週2日～�※応相談
待　遇▶�雇用保険有（勤務時間による）、制服貸与、�

車通勤可、マスク支給

恵庭市黄金北1丁目12-6恵庭黄金北店

☎0123-34-5529応
募

担当/
小川

コンビニ 
店員募集
★休日希望伺います!
★自動釣銭機のため、初心者でも
　カンタンに使えます♪

経験は問いません♪ 
主婦・学生主婦・学生歓迎！

恵庭 ア パ 店内業務全般

スタッフ募集!!スタッフ募集!!

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
時　間▶�9:00～14:00、14:00～19:00
給　与▶�時給1,000円　※試用期間/時給940円
勤　務▶週2日程度

◆ナイトフロント
時　間▶�19:00～翌9:00
給　与▶�日給13,800円　 

※試用期間/日給13,160円
勤　務▶週2日程度
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

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

千歳 パ ベッドメイク兼フロント

WワークWワーク
OK!!OK!!

清掃スタッフ募集!!

北日本ビル管理㈱
札幌市中央区南1条東1丁目�パークイースト札幌4F

0120-86-8956【月～金/9:00～18:00】
営業4部

まずはお気軽にお電話ください。
面接は現地または本社（下記住所）で行います。

時　間▶�7:00～11:00
給　与▶�時給1,039円〜
休　日▶週休2日（シフト制）
待　遇▶�雇用保険、奨励給（1,000円/月）、�

交通費規定支給、制服貸与、有給休暇
勤務先▶千歳市美々�新千歳空港施設内

駅直結で
通勤らくらくです♪

千歳 パ 清掃スタッフ

仕　事▶�新千歳空港内の巡回、他業務
資　格▶�普通(中型)免許、車通勤できる方
給　与▶�月給160,000円〜 ※深夜割増含む 

※資格手当有/10,000円迄 
※入社後、資格取得制度有

時　間▶�日勤/7:30～16:30�
夜勤/16:30～翌7:30���
（シフト交替制）

休　日▶�月7～9日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�

制服貸与、正社員登用制度有

正社員登用有

新千歳空港で働きませんか?

空港施設空港施設
警備員警備員募集!募集!

北海道東急ビルマネジメント㈱
千歳・苫小牧営業所

〒066-0027�千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7�1F

担当/
スズキ☎0123-22-1090

問合せだけでもOK、まずはお電話ください。

千歳 契 空港施設警備員

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・扶養範囲内フルタイム・扶養範囲内

選択可選択可

恵庭 パ 清掃、調理補助

千歳市桜木3丁目1-1
ラブアリス千歳桜木児童通所支援センター

利用者さまの増加に伴い増員募集増員募集 です！

資　格▶�教員免許、保育士、児童指導員要件を満たす方、�
無資格でも応募可

時　間▶13:00～18:00�※他の時間も相談可
給　与▶�有資格者/時給1,000円〜 

無資格者/時給950円〜
勤　務▶週2日～
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

制服貸与、試用期間6ヶ月有

☎0123-23-0081採用担当

まずはメールかお電話でご連絡ください。

lovealice.chitose@gmail.com

★言語聴覚士も同時募集/月22万円～

1人1人に目が届く、安心できる環境を目指しての募集です。
スタッフの働きやすさも大切にしています。

千歳 パ 児童デイサービススタッフ

◆恵庭市民会館(教育委員会)
時　間▶17:00～19:00（2h）
給　与▶時給940円
休　日▶�土・日・祝�

※勤務日数は応相談
待　遇▶�交通費規定支給、�

車通勤可、制服貸与

㈱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

☎33-8225［担当］採用係まずはお電話ください。

Wワーク 
OK♪

1日1日
2ｈ勤務2ｈ勤務

清掃員清掃員募集!!募集!!

恵庭 パ 清掃スタッフ
パート

デザイナー・Macオペレーター募集

まずはお気軽にお電話ください。

仕　事▶「Q人ナビ」「ちゃんと」の紙面・広告制作

給　与▶�月200,000円以上 ※経験により優遇

資　格▶�Illustrator・Photoshopの基本操作が�

できる方（InDesign使用できれば尚可）�

★Webの知識がある方尚可

時　間▶�9:00～18:00（休憩100分）�

※月曜は若干の残業があります。

休　日▶日曜、他4週6休（シフト制）

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ヶ月位有

仕　事▶�主にIllustrator・InDesignを使用して�
「Q人ナビ」の求人広告制作

給　与▶�時給1,000円
資　格▶�経験者歓迎、InDesign・Illustrator・

Photoshopを使える方�
※Webの知識がある方尚可

時　間▶�10:00～17:00　※応相談
休　日▶土・日曜、年末年始
勤　務▶月・金曜、他日数応相談
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、�

試用期間1ヶ月位有

〒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

千歳 正 デザイナーパ Macオペレーター

◆ デザイナー/正社員 ◆ Macオペレーター/パート

★デザイン未経験者 
　も応募可！
★もちろん、即戦力大歓迎！

主婦（夫）さん
歓迎

時間等ご相談
ください！

☎0123-27-0911 《採用担当》
葉多埜・髙橋

事業許可番号/労働者派遣事業�派�13-010538�
有料職業紹介13-ユ-010554

千歳市幸町6丁目18-3 千歳駅前ビル2F
ランスタッド株式会社 千歳支店

（受付時間/9:00～18:00）℡050-1744-6601

【契約社員】カーレンタル受付
仕　事▶�お客様のご来店受付や、お名前を聞い

てレンタル日や車種などを確認した
り、実際のレンタルする車までご案内
などをします。ひとり立ちするまで、
マンツーマンの手厚い研修有！

時　間▶�8:00～20:00�
（上記時間内で実働8h、休憩60分）

給　与▶�時給1,150円 
※月収例：19.3万円〜以上可  
　（月21日勤務の場合）

期　間▶�即日～長期（3ヶ月以上）�
※入社日はご相談ください。

休　日▶�シフト制による週休2日��
※休み希望制度有！

待　遇▶�各種社会保険完備、制服貸与、�
交通費規定支給、残業手当、�
無料駐車場完備、空港から就業先�
まで無料送迎有�※詳細は面談にて

勤務先▶�新千歳空港近郊

【契約社員】カーレンタル受付 千歳市

時給▶

時間▶�8:00～20:00
��������������（上記時間内で実働8h/休憩60分）
休日▶�シフト制による週休2日　※休み希望制度有！

1,150円

休みが取りやすい♪ 
困ったことはすぐに相談。 
働きやすい環境がここにあります！

他にもこんなメリットが♪ 
詳しくはこちらへどうぞ

千歳 契 カーレンタル受付

資　格▶�未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶�月給170,000円 

※試用期間3ヶ月有/時給890円 
※暖房手当等別途支給

時　間▶�月・火・水/9:30～20:30　※実働9h�
金/9:30～18:30�
土/9:30～13:00�
日/9:30～17:00

休　日▶�週2日午前、木曜、第2・4土曜、�
祝日、お盆、年末年始

待　遇▶�社保完備、昇給年1回、賞与年2回、�
交通費全額支給、制服貸与、�
車通勤可、試用期間3ヶ月有

受付《正社員》

〒061-1376�恵庭市恵み野里美2丁目15

☎0123-29-4618
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

http://www.megumino-fdc.com

恵庭 正 受付

受付スタッフ受付スタッフ募
集

［正職員･パート］保育士
資　格▶��［正］保育士�

［パ］保育士もしくは子育て支援員研修修了者
給　与▶��［正］月給150,000円〜 

[パ](保育士免許あり）時給1,000円 
　　（資格なし）時給950円

時　間▶�［正］①8:00～16:30�②10:30～19:00�
［パ］8:00～19:00の間の5h程度（応相談）

休　日▶�［正］週休2日制（年間休日120日以上）��
　　※シフト制�
　　※日曜、祝日、年末年始（12/30～�
　　　翌1/3)はお休みです。�
［パ］勤務日数応相談

ここのみ保育園ここのみ保育園
千歳市桂木1丁目3-20千歳市桂木1丁目3-20

企業主導型保育事業企業主導型保育事業

［正職員］介護職員（入所）
資　格▶介護福祉士もしくは実務者･初任者研修修了者
給　与▶�月給150,000円〜 ※別途夜勤手当支給 

★処遇改善手当支給（年3回）
時　間▶�①7:00～15:30�②9:00～17:30�

③11:00～19:30�④17:00～翌9:30
休　日▶�シフト制（年間休日120日以上）

クリアコート千歳クリアコート千歳
千歳市桂木1丁目5-7千歳市桂木1丁目5-7

介護老人保健施設 介護老人保健施設 

医療法人 資生会 〒066-0067�千歳市桂木1丁目5-7

（クリアコート）澁谷
　　（保育園）小向☎27-3232☎27-3232電話連絡の上、写真付履歴書を下記住所へ送付ください。

お勤め中の方もまずはお電話ください。〈勤務開始日応相談〉

職 員 募 集
医療法人 資生会

年間休日120日以上

事業所内保育施設あり

《全体共通項目》
待　遇▶�各種社会保険完備（勤務時間による）、交通費

規定支給、制服貸与、車通勤可、さぽーとさっ
ぽろ加入、昇給年1回、賞与年2回

受付/平日（月～金）9:00～17:00

★ 保育士･介護福祉士の経験10年以上の場合 
年収320万円‼︎ 

（注1…準世帯主想定　注2…処遇改善含む、夜勤手当･交通費は含まず）

★ダブルワーク･兼業OK‼︎ （※許可制）
★ 春からの勤務も可能！ 

勤務開始日ご相談ください。

デイサービス陽だまりデイサービス陽だまり
千歳市桂木1丁目5-7千歳市桂木1丁目5-7

認知症対応型デイサービス認知症対応型デイサービス

★ホームページにて、求人情報随時更新中♪

［パート］送迎運転手
資　格▶�要普通免許（AT限定可）、ハイエースを運転できる方
給　与▶�時給950円
時　間▶�①8:30～10:00�②15:30～17:00�

★�①と②の間は自由時間です。�
ご帰宅頂いてもOK!!

勤　務▶�週3日（火・木・金曜日。祝日は勤務有）�
※年末年始（12/30～翌1/3）はお休みです。

千歳 正 パ 保育正 介護パ 送迎運転手
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