
2022年4月8日（金）ちゃんと 12

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、他シフト制、年末年始 

※会社カレンダーによる
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!

短時間のパート事務員さんも同時募集

千歳 正 販売、軽整備

★経験者歓迎 !
★車好きな未経験者歓迎‼

仕　事▶ レンタカーの受付等 
※ 仕事を覚えて、もっと頑張りた
い方は時給UP！

資　格▶ 経験者歓迎、要普通免許（AT限定OK）
給　与▶ 時給900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

ニコニコレンタカー千歳市東雲町5丁目7-3 
千歳東雲町店

事務スタッフも同時募集！
1日3～5h 
週2、3日で応相談！

短
時
間 時

給 889円～

千歳 ア パ レンタカー業務

（有）コスモファーム 千歳市中央2529-11（千歳駅から約7km）

電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

週2日～
OK!!

勤務日・時間
応相談

080-2733-5561 担当/山田
受付/8～18時

◆生産加工スタッフ
仕　事▶ スピナッチ・ベビーリーフの選別、パック詰め
期　間▶ 5月～10月
時　間▶ 8:00～17:00の間で4～8h（応相談）
勤　務▶ 週2日～OK！
勤務先▶ 千歳市中央2529-11

◆農作業スタッフ
仕　事▶ 農作物の収穫等
期　間▶5月～10月 ※応相談
時　間▶ 8:00～17:00 ※勤務日・時間は応相談
勤　務▶ 週2日～OK！
勤務先▶ 千歳市東丘719-1
〈共通項目〉
給　与▶ 時給889円～　　　休　日▶ 日曜
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給
資　格▶ 車通勤可能な方、未経験者歓迎

千歳 パ 生産加工、農作業

勤務先▶ トヨタカローラ札幌㈱総合物流センター
仕　事▶ 新車・中古車の洗浄ラインでの車内清掃。掃除機 

がけや、シートの拭き掃除など、簡単な作業です。
休　日▶ 日曜・祝日、他シフト制（年間所定休日108日） 

★GW・お盆・年末年始の長期連休有 
★扶養内勤務OK 
★シフト応相談

時　間▶ 9:00～17:00
給　与▶ 時給920円～ 

（月22日勤務の場合、月収141,680円以上可能）
資　格▶ 要普通自動車運転免許（運転経験1年以上）、 

65歳未満（定年雇い止めのため）
待　遇▶ 車通勤可、無料P有、交通費当社規定支給、社会保険

完備、作業服貸与、有給休暇有、能力に応じて昇給有

恵庭市北柏木町3丁目73

まずはお気軽にお電話ください。面接日時をお知らせします。
写真付履歴書をお持ちください。

トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター

担当/酒井☎0123-33-9660新車

担当/ 三浦・傳法(デンポウ)☎0123-47-8000中古車

女性も多数
活躍中！

トヨタカローラ札幌
簡単作業! 扶養内OK！未経験者歓迎!

恵庭 契 洗浄ライン作業

食事補助有!!

株式会社ニュー三幸 小樽市稲穂1-3-6
サンモール1番街

Since1954

期　間▶4/16オープン～11月中旬
資　格▶ 公共交通機関がない為、車通勤できる方
給　与▶ ①時給950円～  

②④時給900円～  
③時給1,200円～ 
※③は試用期間2ヶ月有/時給1,000円

時　間▶ (a)6:00～12:00 (b)9:00～16:00 
※その他6:00～18:00の間で6h勤務

勤　務▶ 週3～5日 ※応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、 

食事補助有（1食220円）
勤務先▶  恵庭カントリークラブ クラブハウス内 

レストラン（恵庭市盤尻53番地2）

【受付/9～17時】
 ※12～14時は除く

まずは、お気軽にお電話ください。
☎0136-58-2021

①レストラン接客 ②調理補助・洗い場
③調理スタッフ（調理師免許保有者）④コース売店スタッフ

恵庭カントリークラブの

ゴルフ場レストラン

恵庭 ア パ 接客、調理

★ 30代から70代の幅広い方が、乗務しています。 
全車両(30台)AT(オートマ)・カーナビゲーション付無線搭載

面接時、履歴書・免許証をお持ちください。

北都交通㈱千歳支店 千歳市北信濃783-1-4

仕　事▶主に新千歳空港へ、送迎のお仕事です。
時　間▶早朝AM4時から3～4h　※詳細は面談にて
勤　務▶勤務日数・時間応相談
給　与▶ 歩合制(通常勤務者の5％up、55％～60％) 

支給/週末分は、翌日現金支給

時　間▶当社規定による　※詳細は面談にて
勤　務▶ 日勤・夜勤のシフト制　※日勤専門、夜勤専門も可
給　与▶ 完全歩合制（売上の52％～60％） 

月収例/月間売上50万の場合で270,000円
待　遇▶ 社保完備、無料駐車場、 

入社6ヶ月後有給休暇（10日程度）

《女性ドライバーも積極採用中！》

◆経験者優遇で増員募集！ 
◆2種免許養成制度有（当社で費用全額負担）！

3勤務1休で月20日！ 
次世代に適応した新勤務！

☎0123-27-4181
FAX 0123-22-7270

担当/
岩下

まずはお気軽に
お電話ください。

募
集

経
験
者

大
歓
迎

北都交通千歳支店は市内・新千歳空港を拠点としたタクシー会社です。

朝のみOK!　副業・WワークOK!

早朝の空港送迎業務

募集タクシードライバー
千歳 正 タクシー乗務員ア 送迎業務

あなたの「好き！」を
活かしませんか？

営業募集

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。

☎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。

千歳・恵庭 正 営業

★キレイで清潔な環境！ ★土日お休み！
◆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▶ 6:00～15:00、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

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/石橋

セブン-イレブンジャパン向けパンの
生地を製造している会社です。

スタッフ募集!
パン製造

恵庭 パ 製造

パート 共済推進スタッフ

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。 
ルート配達スタッフは運転適性検査有。

【受付】 月～金/9～21時 
土/9～18時 ※日曜日休み☎0120-502-112

「トドック」の利用者様へ「コープ共済」の電話案内や
加入希望者のお宅に車で訪問してご説明・手続きをするお仕事です。

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許（免許取得後1年以上）
時　間▶9:00～18:00
勤　務▶週5日　※出勤時間要相談 
休　日▶土曜、日曜
給　与▶ 時給1,034円 

※祝日勤務は時給＋30円 
※試採用期間3～4ヶ月/時給1,009円

待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、有給休暇、車通勤可

 顔なじみの「いつものお客様」に生協のサービスをお届けす
るお仕事です。★普通免許でOK！ 1.5tトラックを使用。

資　格▶ 要普通免許（免許取得1年以上、AT限定可） 
※長期勤務出来る方

時　間▶8:30～17:30
勤　務▶ 月～金曜（週5日勤務） ※週40h（変形労働時間制）
休　日▶原則土・日曜
給　与▶月給200,000円～
待　遇▶  交通費規定支給、制服貸与、有給休暇、 

車通勤可、社保完備、慶弔見舞金等共済会、昇給有

体験同乗
OK!

契約社員 ルート配達スタッフ

■生活協同組合　〒066-0077 千歳市上長都3-1
コープ宅配システムトドック千歳センター

千歳 パ 共済推進スタッフ契 ルート配達スタッフ

千歳・その他 派 ①材料投入・機械操作　②自動車部品の目視検査　③フィルム袋製造の機械OP

電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

恵庭市牧場281-2
〒061-1421らくだ軒 恵庭店

☎39-2821応募 受付/10～17時 
担当/古名（フルナ）

仕　事▶ 接客、料理の提供、お会計、調理業務、食器洗浄等
時　間▶ 9:00～17:00の間で3～7h（時間帯応相談）

資　格▶ 経験者・未経験歓迎、学生歓迎、高校生可
給　与▶ 時給1,000円　高校生/時給950円～（4～10月の土日祝は＋50円で時給1,050円）
勤　務▶ 週1～5日、1週間毎のシフト制（勤務日数応相談）
待　遇▶ 無料送迎バス有（JR恵庭駅から）、交通費規定支給、車通勤可、食事補助制度有、制服貸与、労災保険、有給休暇制度有、65歳定年制（定年雇い止めのため）

共通
項目

スタッフ

★JR恵庭駅から無料送迎バス有

らくだ軒
Ten-Man
森のレストラン

仕　事▶ ◆イタリアンレストランでの接客業務 
◆ピザやパスタの調理業務、食器洗浄等

時　間▶ 9:00～18:00の間で3～8h（時間帯応相談）

恵庭市牧場262-6
〒061-1421Ten-Man森のレストラン
受付/10～17時 
担当/杉井☎39-2051応募

らくだ軒　※長期

森のレストラン Ten-Man　※即日～11月下旬まで急募！

恵庭 ア パ ホールスタッフ、キッチンスタッフ

◆ 学生さんも歓迎!!

◆ 扶養内勤務OK!！
◆ 面接・勤務即OK!!

仕　事▶ 客室清掃、 
リネン交換、ベッドメイク、 
アメニティの確認・交換・補充等

時　間▶ 9:00～15:00 
（1日3h～お好きな時間で勤務可能）

給　与▶時給1,000円
勤　務▶週2日～OK
待　遇▶ 社保完備（勤務による）、 

制服貸与、有給休暇
勤務先▶ JR INN千歳 

（千歳市末広6丁目） 
ベストウェスタンプラス 
ホテルフィーノ千歳 
（千歳市千代田町3丁目13）

札幌市中央区北2条西2丁目26 番地　道特会館5F
 0120-278-088C-TEC株式会社 札幌営業所

家事スキルは不要です♪必要なのは集中力！
接客は苦手だけど、決められたことを時間内に 
コツコツ・テキパキ行うのが得意な人に 
ピッタリのお仕事です♪

客室清掃
増員募集！

時給

1,000円

❶JRINN千歳JR千歳駅のすぐとなり！
千歳市末広6丁目

❷ベストウェスタンプラスホテルフィーノ千歳
千歳市千代田町3丁目13
JR千歳駅から徒歩5分！

勤務先

千歳 ア パ 客室清掃


