
2022年4月29日（金） ちゃんと11

Qua ity & Discount 恵庭市黄金南
6丁目10番地4

まずはお電話でお問い合わせください。
後日面接日をご相談させていただきます。 

担当/採用係☎39-5555

◆青果
◆惣菜
◆レジ兼品出し
《共通項目》
給　与▶ 時給899円
時　間▶ 8:00～13:00
勤　務▶ 日数・休日応相談
待　遇▶ 有給休暇、制服貸与、雇用保険、交通費規定支給

 

恵庭 パ 青果、惣菜、レジ兼品出し

日数・休日
応相談！

＼仕事探すなら／

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

仕　事▶入出庫作業、商品管理
資　格▶未経験者歓迎、経験者優遇、要普免
給　与▶時給950円
時　間▶ 7:00～16:00(実働8h) 

12:00～17:00(実働5h)　※シフト制
勤　務▶週3日以上　※応相談
待　遇▶ 各社保完備（勤務による）、交通費規定支給、 

車通勤可、有給休暇

◆ パート

まずはお気軽にお電話ください。 
面接時、写真付き履歴書をお持ちください。 

面接は北広島営業所で行います。

北広島市島松248番地1
株式会社　三協輸送サービス
 080-8289-9283 担当/髙村

受付/平日9:00～18:00

ピッキング 
スタッフ 募

集

長期勤務 
できる方 
歓迎

未経験者歓迎

勤務先：（株）三協輸送サービス　北広島営業所

（株）三協輸送サービス 
北広島菓子DCでも同時募集！
北広島市大曲工業団地6丁目3-10

北広島 パ ピッキング

仕　事▶ 北海道産のフルーツの販売業務全般、 
生フルーツ・カットフルーツ・フレッシュジュース・
フルーツ加工品、ソフトクリームなどの販売・ 
補充・レジ業務、商品の発送受付等

資　格▶ 未経験者・経験者共に歓迎、 
フルタイム・土日勤務できる方歓迎、学生不可

給　与▶ 時給920円～　※試用期間3ヶ月/時給890円
時　間▶ 7:30～20:30の間で実働7.5h ※休憩1h 

①7:30～16:00　②10:00～18:00 
③12:00～20:30

休　日▶  月8～10日　※シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、社員割引有、 

空港施設内割引有、制服貸与

勇払郡安平町早来富岡210-20
受付/平日9:00～17:30 
担当/田仲☎0145-26-2800

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

（新千歳空港国内線ターミナルビル2F）
HOKKAIDO FRUITS 耕人舎

北海道の美味しいフルーツを 
道内・道外のみなさんにお届け♪

★面接日や勤務開始日はご相談ください。

千歳 パ 販売

時　間▶16:00～18:30（実働2.5h）
勤　務▶週1～3日程度
休　日▶日曜日

時　間▶16:00～19:00（実働3h）
勤　務▶週4～5日　※車通勤可
休　日▶日曜日
◆流通3丁目/デイサービス

◆新富1丁目3-5

時　間▶ ①6:00～10:00（実働4h） 
②17:30～20:00（実働2.5h）

勤　務▶月～金曜、週2日～　※シフト制、応相談

◆北光2丁目/院内

Wワーク 
  OK！

給　与▶時給890円
待　遇▶交通費規定支給、車通勤不可共通項目

千歳市美々新千歳空港内 ターミナル アネックスビル2F

受付/9～17時
※日・祝を除く

■総合施設管理 千歳支店日興美装工業㈱

まずはお電話の上、面接の際に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-1171

清掃
スタッフ募集中

千歳市内のお仕事です♪

千歳 ア パ 清掃

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

空港施設
警備員 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

正社員 
登用有

医療法人社団 いずみ会北星病院千歳市清流5丁目1-1

ホームページの 
LINE友だち追加からも応募OK

☎0123-24-1121
【担当/道下】休　日▶4週6休、正月夏期休暇

待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 
制服貸与、昇給年1回、賞与年2回

共通項目

資　格▶看護師、准看護師免許
給　与▶ 月給266,400円～（経験5年） 

※特別手当、夜勤4回分(1回14,000円)を含む 
※遅出・土日勤務手当別途支給

時　間▶ ①9:00～17:00　②16:30～翌9:00 
③13:00～21:00 他 ※シフト制

◆ソーシャルワーカー
資　格▶医療施設等での勤務経験3年以上
給　与▶ 月給191,500円～（経験3年） 

※ 社会福祉士資格保持者は 
資格手当/月10,000円支給

時　間▶ 月～金/9:00～17:00 土/9:00～12:30

ケアワーカーは実務者研修・介護福祉士資格取得助成制度有
助成金内訳: 実務者研修助成金100,000円(条件有) 

介護福祉士資格取得助成金150,000円(条件有)

北星病院 職員募集！
勤務開始日応相談

◆ 看護師 残業ほぼなし！
資　格▶ⓐ介護福祉士
給　与▶ ⓐ月給200,700円～（未経験） 

　※特別手当、資格手当、夜勤4回分を含む 
ⓑ月給190,910円～（未経験） 
　※特別手当、夜勤4回分を含む

時　間▶ ①9:00～17:00 
②17:00～翌9:00 
③7:00～15:00 他 ※シフト制

◆ ⓐ介護福祉士 ⓑケアワーカー 残業ほぼなし！

千歳 正 看護師、介護福祉士、ケアワーカー、ソーシャルワーカー

千歳・恵庭

時　間▶ 月・火・水曜日/9:00～17:00
の間（作業内容によって変動
有、応相談）

　　　　木・金曜日/1地域、2h程度～
給　与▶ 時給900円　　
勤　務▶ 週4～5日 ※応相談
資　格▶ 年齢不問、車通勤できる方
待　遇▶ 交通費規定支給  

※委細面談にて 

パ 業務スタッフ

まずはお気軽にお電話ください！

千歳市北斗4丁目13番20号 ☎0123-27-0911
■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

木

金
300軒程度で、配布地域はその都度変わります。
※詳細は面接の際にご説明いたします！

　　　　  の配布

水 チラシの折込、梱包

火

月 折込チラシの
仕分けや
チラシの荷受け

一
週
間
の
主
な
流
れ

給　与▶ ①時給1,700円　②時給1,440円　※深夜割増有
時　間▶ ①8:00～17:00　※実働8h 

②8:00～17:00、19:00～翌4:00　※実働8h
休　日▶ 土日祝、GW（4/30～5/8）、お盆休暇（8/13～8/21）
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇制度、制服貸与、交通費規定支給
勤務先▶ ㈱IHIアグリテック構内(千歳市上長都1061-2)

お電話の上、面接時に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-4368
（札幌本社） ☎011-787-3443
 miyoshi-konpou-3443@m7.dion.ne.jp

千歳市上長都1061-2 ㈱IHIアグリテック構内
三好梱包商事㈲ 千歳事業所

一般労働者派遣事業(派01-301226)

工場内作業 
スタッフ募集

①アーク溶接経験者
2名募集

② 部品加工マシンオペレーター 
1名募集 ※夜勤交替勤務有

千歳 派 ①溶接工②機械加工

WEBサイトで手軽におシゴト探せます

まずはアクセス！

外出先でも

検索ちゃんと 求人ナビ
https://chanto.biz/qnavi/

いつもの
移動時間

でも




