
2022年6月24日（金）ちゃんと 10

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▶ 手作業での野菜のカット、移動補助及び工場作業全般
資　格▶未経験者歓迎、経験・資格不問
給　与▶時給889円
時　間▶ 8:00～17:30　※休憩1.5h
勤　務▶ 週3～6日　※希望応相談　 

※日曜日休み
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、服装自由、 

送迎応相談、社員登用制度有

【受付/午前中】

まずはお電話ください。 
面接日時・勤務開始日は相談に応じます。

☎0123-29-3320
千歳市上長都1160-21トライフード（株）

野菜カット･箱詰め
スタッフ募集 ★日数応相談!

千歳 ア パ 野菜のカット、箱詰め作業

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

ローソン自衛隊東千歳駐屯地店 千歳市祝梅1016

☎22-2241 ※委細は面談にて

新型コロナウイルスの感染予防対策をしています。

仕　事▶店内業務全般
資　格▶車通勤可能な方、ダブルワーク・シニア・学生可
時　間▶ ①14:00～23:00 ②17:00～23:00 

③18:00～23:00
給　与▶  時給960円 

※19:00～22:00までは時給1,000円 
※22:00～23:00までは時給1,200円

勤　務▶ 週2日～
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、社会保険有
勤務先▶ 陸上自衛隊東千歳駐屯地内 

（千歳市祝梅1016）

◆東千歳駐屯地内店舗
Wワーク、シニア、学生ＯＫ!!

駐屯地内のローソン
で働こう!!

普段は入れない場所で、ちょっと働いてみませんか？

お待ちして 
おります♪

千歳 パ 店内業務

仕　事▶ ①店内業務及び、野菜のピッキング業務 
②店内業務及び食肉加工補助 
　（パック詰め、品出しなど）

資　格▶ 未経験者歓迎、PC入力可能な方
給　与▶時給900円～
時　間▶  11:00～16:00　※シフト制　※時間変動有
休　日▶ 水・日・祝
勤　務▶ 週3～5日　※応相談
待　遇▶ 労災保険、エプロン貸与、車通勤可

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-29-3989

♫

千歳市日の出3丁目16-30モトゴロウ株式
会社

子育て中の方も活躍中！

千歳 パ 店内業務

恵庭市恵み野北3丁目1-1 RBP

【受付/10～17時】
担当/佐々木☎0123-37-6020

恵庭市恵み野
子どもの集う場所 フーレめぐみの

児童指導員募集!!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちいただくか、郵送ください。

仕　事▶ 子育て支援センターと子どもひろばの児童指導員
期　間▶ 7月～　※勤務開始日応相談
資　格▶ 保育士・幼稚園教諭、教員・社会福祉士資格の何れか、

未経験者歓迎、経験者優遇、土日祝勤務できる方優遇
給　与▶ 時給900円～
時　間▶ 9:00～18:00の間で実働7h　※シフト制、応相談
休　日▶ 週休2～3日　※応相談　※休館日/火曜日
待　遇▶ 各社保完備、車通勤可

0歳～18歳までの子どもや、 
保護者の方と楽しい時間を過ごしましょう！

恵庭 契 パ 児童指導員

急募
勤務先▶ 恵庭市漁町29-1 

★エコバス「シティホール前」停徒歩3分
仕　事▶ 共用部掃き拭き、 

事務所内掃除機かけ等 
※女子トイレ清掃含む

給　与▶ 日給1,500円
時　間▶ 7:30～8:30（1h）
勤　務▶月・木または火・金（選択可）
待　遇▶ 制服貸与

週2日
1日1h
   だけ！

1人作業です♪

㈱清
せ い  ふ う  ど う

風堂 札幌市東区北16条東1丁目2-15

採用係☎011-748-6868
まずはお気軽にお電話ください!!面接は現地または近隣で行います！

オフィスビルの清掃スタッフ募集
年齢不問・未経験者も大歓迎！！

恵庭 パ 清掃スタッフ

https://seifuudo-recruit.com

24時間受付OK！ 
お気軽にお電話ください。 0120-172-642

千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F
当社は「社団法人 日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号 派01-300587㈱アスクゲートノース

期　間▶長期
時　間▶ ①16:00～22:00　※4～6h、相談可 

②6:00～15:00　※4～8h、相談可
給　与▶ 時給1,050～1,100円
休　日▶ シフト制 

※週休2～4日、相談可
 

期　間▶即日～長期
時　間▶ 9:00～17:00
給　与▶ 時給1,000円～
休　日▶ 土・日・祝

期　間▶ 長期
時　間▶ ①10:00～16:00 

※1日4～7h　※変動有 
②8:00～17:00

給　与▶ ① 時給1,011円～　② 時給990円
休　日▶シフト制　※週休2～4日、相談可

期　間▶ 更新制 
※短期の相談も可

時　間▶ 7:00～23:00の内4～6h程度 
※時間帯応相談

給　与▶ 時給900円～
休　日▶ シフト制 

※週休1～4日、相談可

 

登録会開催
9:00～12：00
6/30木

場所 恵庭市民会館　小会議室

期　間▶①長期　②9月まで（延長の可能性有）
時　間▶ ①9:30～15:00  

②10:00～15:00
給　与▶ 時給1,000円～
勤　務▶ 週4～6日

日時

時間

相談だけでもOK!  
ご参加、
お待ちしております。

千歳・恵庭・他 契 送迎ドライバー派 客室清掃、ホール・キッチン、食品加工・包装、野菜の選別・収穫

応募

恵み野店
恵庭市恵み野西3丁目1

☎36-2980
Web応募
はコチラ

給　与▶ ［一般］時給916円　［学生］時給890円
時　間▶ 8:00～12:00
勤　務▶ 週3～4日 1名募集

給　与▶ ［一般］時給910円　［学生］時給890円
時　間▶ 8:30～13:00の間で3～4時間程度 

※応相談 1名募集

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32

待　遇▶ 制服付与、交通費規定支給、車通勤可
〈共通項目〉

[応募］希望の店舗に電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。担当/店長

部門の
募集ですデリカ

今回は

Web応募
はコチラ

☎23-7667
千歳市勇舞8丁目1-1

長都店

応募

千歳・恵庭 ア パ デリカ

一般労働者派遣事業（派01-300285）
千歳市東雲町
1丁目9-6㈱マグナクルー

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

★随時面接致します。
【月～金曜】9～18時0120-357-337

080-5729-7602 （土・日曜、祝日）

荷物の
仕分け

勤務先▶千歳市泉沢
仕　事▶かご台車を使用しての配達荷物の仕分け
期　間▶即日～長期　　
資　格▶ 未経験者歓迎、車通勤可能な方
給　与▶ 時給1,000円  

※22時以降は時給1,250円
時　間▶19:00～23:00 ※4時間保障
休　日▶シフト制
待　遇▶ 各社保完備（勤務による）、交通費規定支給、 

車通勤可（無料駐車場有）、週払い制度有

WワークOK
未経験者歓迎

千歳 派 荷物の仕分け

長期歓迎 勤務開始日
応相談!!

急募

千歳市上長都958（千歳市公設地方卸売市場内）
株式会社 恵千フーズ

https://peraichi.com/landing_pages/view/keisen-foods
お仕事紹介ページも是非ご覧ください！▼

待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、交通費規定支給、
車通勤可、正社員登用制度有

共通項目

☎0123-40-1010 ［受付］
9～16時

●まずはお電話ください。担当/大道寺

◆青果部ルート配送業務

◆野菜のカット等の加工業務
時　間▶ 6:00～15:00の間で応相談
資　格▶ 経験・年齢問わずできる仕事です。 

繁忙な金・土に勤務できる方歓迎。
給　与▶時給900円
休　日▶ 基本水・日曜、祝日、GW、お盆、年末年始 

※水曜、祝日、出勤の場合有

資　格▶ 要普免、車通勤できる方
給　与▶ 月給174,000円～ 

+残業手当+家族手当等 
※試用期間中/時給900円

時　間▶  6:00～15:00　※夏～秋は2h程度残業有
休　日▶ 日曜、祝日、市場休のうち月2回

千歳 正 ルート配送パ 加工

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20 第12ふじやビル4F

☎22-5280 採用係

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

仕　事▶ ホール、廊下、各室、トイレ等の日常清掃
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶ 時給889円
時　間▶ 7:00～16:00　 

※実働7.5h　※延長有
休　日▶土曜日、他シフト制
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、交通費規定支

給、車通勤可
勤務先▶ 千歳市総合福祉センター 

/千歳市東雲町2丁目34

清掃契約
社員

スタッフ募集!

千歳 契 清掃

千歳市総合福祉センター（契約社員）

詳細はお問合せください
求人ナビ編集部 ☎0123-27-2611

3,300円から税込WEBなら
1週間

Excel指定フォーマットを利用しての申込なら安価で掲載可能！

求人広告が掲載可能!

検索ちゃんと 求人ナビ

WEBで手軽に
おシゴト探し

毎週木曜日
更新中！

https://chanto.biz/qnavi/

お電話またはメールにてご連絡ください。 担当/高橋、松田【電話受付/10～19時】

☎0123-46-5829 chitose@matsuo1956.jp

仕　事▶ ホール中心の接客、 
レジや厨房のお手伝い等

給　与▶ 一般/時給958～1,108円 
高校生/時給928～998円

時　間▶ 9:00～21:00の間で3～8h 
（応相談）

勤　務▶ 週2～6日（応相談）　※シフト制
待　遇▶ 各社保完備、昇給制度有、 

交通費規定支給（上限5万円）、 
制服貸与、食事補助有、 
従業員割引有、有給休暇有、 
昇給制度有

時間帯
相談可

大急募!!
パート・フリーター
短時間/長時間 両方可能‼

新千歳空港店・フードコート店/千歳市美々新千歳空港3F松尾ジンギスカン

千歳 ア パ ホール・キッチン

平日だけ・週末だけ・朝だけ・夜だけ 
フルタイムなんでもOK!! 
ライフスタイルに合わせて働けます。

◎ 月2回、希望でシフト作成なので 
予定が立てやすい♪
◎ オーダーはタッチパネル導入で 
複雑な操作なし！

◎ お子さんの急病や学校行事、 
長期休みなどにも対応できます！

★未経験者の方も大歓迎★
幅広い年代が活躍中！


