
2022年7月1日（金）ちゃんと 10

仕　事▶ お土産店のレジ、品出し、その他販売業務全般
給　与▶ 時給900～940円
時　間▶ 7:10～20:46の間でシフト制（実働7.16h）
休　日▶ 4週6休（月6～7日）
待　遇▶ 各社保完備、交通費全額支給、 

制服貸与、社員登用有
勤務先▶新千歳空港ターミナルビル2F

☎011-811-7890 担当/ 柄澤(カラサワ） 
飯塚

札幌市白石区東札幌
1条1丁目1-8

長期で安定した収入を得たい方
土日の勤務も可能な方歓迎‼
人と接することが好きな方、
まずはお気軽にお電話ください！

未経験
歓迎

千歳 契 販売スタッフ

札幌市白石区
東札幌4条4丁目1-2㈱日本キャリアサービス

◆恵庭市恵み野/医療機関での日常清掃  
時　間▶ 6:30～15:30（シフト制、実働3.5h以上） 

※終業時間応相談
休　日▶ 土曜（シフト制、月2日程度）、日曜・祝日
給　与▶ 時給889円
待　遇▶ 雇用・労災保険、制服貸与、交通費規定支給、

車通勤可

☎011-820-8811 採用係

まずはお気軽にお電話ください。受付／9:00～17:30

シニアも
活躍中!! 扶養内

OK!

働きやすい
環境です♬

恵庭 パ 清掃スタッフ

資　格▶ 普通自動車免許、介護福祉士又は介護職員初任者
研修修了（旧ヘルパー2級）以上

給　与▶ 週5日勤務/時給1,260円～ 
週4日勤務/時給1,200円～ 
※いずれも処遇改善手当を含む 
★業績により年1回一時金を支給 ★昇給制度あり

時　間▶規定による
勤　務▶ 週４～5日（応相談） ※シフト制
待　遇▶ 介護福祉士手当、通勤・車両借上手当、その他 

社保加入可能（時間数による） ※希望者のみ

★有給を取得しやすい！
★1年以上、離職者ナシ！長く働ける環境です。
ご自宅を訪問し､買い物･掃除･移動等を行うお仕事です。

〒061-1446　恵庭市末広町125番地1

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

時間相談
できます♪

担当/笹川まずはお電話ください。☎0123-33-1120

恵庭 パ 訪問介護員

ホームヘルパー募集!

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

まずはお気軽にお電話ください。 
面接には写真付履歴書をお持ちください。パーラー恵み野 ☎36-4114恵庭市恵み野西1丁目4番

受付/平日9～17時

◆ 駐車場スタッフ/北広島市
仕　事▶ 店内床のモップ拭き、駐車場のゴミ拾い、分別等
給　与▶時給889円
時　間▶ 7:30～11:00（休憩15分）
勤　務▶週3日程度

◆ 清掃スタッフ/恵庭市・北広島市
仕　事▶ 店内清掃全般、トイレ、玄関等の清掃、 

（お客様の周り）空き缶・ゴミ回収
給　与▶ 時給900円～ 

※22時以降は、時給25％アップ
時　間▶ 13:00～23:00（実働4～6h）
勤　務▶週3日程度

資　格▶ 未経験者歓迎 
※駐車場と閉店後清掃のみ高卒以上

待　遇▶制服貸与、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ 恵庭市恵み野西1丁目4 

北広島市中央3丁目6-1

共通項目
仕　事▶ アミューズメント施設内の厨房にて、

簡単な調理業務
給　与▶時給900円
時　間▶ 9:00～15:00の間で3～5h程度
勤　務▶週2～3日

◆ 厨房スタッフ/恵庭市

スタッフ募集! 時間 
応相談！

恵庭・北広島 パ 清掃、厨房

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
千歳にて面接を実施します。 担当/熊谷

☎011-707-5228

札幌市北区北7条西1丁目2-6■ビルメンテナンス業
協和総合管理㈱ 札幌支社

待　遇▶ ①②6h勤務のみ社保加入有、 
交通費規定支給、制服貸与、 
有給休暇（半年後から）

勤務先▶千歳市幸町5丁目6-1

共
通
項
目

給　与▶ 時給975円
時　間▶ 8:30～15:15（実働6h） 

※多少の残業有

❶ 清掃責任者　★社保完備 ★週休2日制

給　与▶ 時給940円
時　間▶ (a)8:30～15:15（実働6h）　※週30h勤務 

(b)10:00～15:00（実働4.5h）　※週3日～OK 
※多少の残業有

❷ 客室清掃者　★土日祝のみの学生も大歓迎

給　与▶ 時給940円
時　間▶ 10:00～14:30（実働4h）　※週3日～OK

❸ ベッドメイク　★土日祝のみの学生も大歓迎

給　与▶ 時給920円
時　間▶ 10:00～14:00（実働3.5h）

❹ 共用部清掃　★土日祝と平日1日勤務

未経験者OK
車通勤OK

千歳 パ 責任者、清掃、ベッドメイク

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

電話連絡のうえ、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）

◆野菜の選別（恵庭市島松）
期　間▶即日～10月末
給　与▶時給950円
時　間▶ 9:00～17:00 ※現場により変動
休　日▶シフト制
待　遇▶ 残業手当有、交通費規定支給、 

車通勤可（無料駐車場有）

大歓迎!!
すぐに
働けます!

時給
950円!

未経験 シニア
の方

主婦（夫）
さん

恵庭 派 野菜の選別

◆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）

7月
単月もOK

7月･8月の
2ヶ月

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

便利な送迎バスも運行中！

勤務時間 7月時給 8月時給 送迎
1 16:00～19:00（実働3h） 1,100円 1,100円 千歳

2 19:30～23:00（実働3.5h） 970円 22時以降1,213円 950円 22時以降1,188円 千歳・恵庭

3 19:30～24:00（実働4.5h） 1,000円 22時以降1,250円 970円 22時以降1,213円 -

4 19:30～翌4:00（実働7.5h/休憩1h）1,000円 22時以降1,250円 970円 22時以降1,213円 千歳・恵庭

5 20:00～24:00（実働4h） 1,000円 22時以降1,250円 970円 22時以降1,213円 -

6 20:00～翌1:00（実働5h） 1,100円 22時以降1,375円 1,000円 22時以降1,250円 -

7 21:00～翌1:00（実働4h） 1,100円 22時以降1,375円 1,000円 22時以降1,250円 -

8 21:00～翌4:00（実働6h/休憩1h） 1,000円 22時以降1,250円 970円 22時以降1,213円 -

9 22:00～翌4:00（実働5h/休憩1h） 1,000円 22時以降1,250円 970円 22時以降1,213円 -

10 23:00～翌4:00（実働4h/休憩1h） 1,100円 22時以降1,375円 1,000円 22時以降1,250円 千歳・恵庭 千歳市泉沢1007-206ヤマト運輸株式会社　千歳ベース
☎0123-48-3812担当/ 越川（こしかわ）

※ 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

大
歓
迎

面接会
にお越しください！

Wワークや 
土日のみもOK！

持
ち 
物
・黒ボールペン 
・写真付き履歴書

● 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。

7/ 日土32
千歳ベース ❶10:00～ ❷14:00～ 

❸19:00～
恵庭市民会館 ❶16:00～ ❷18:00～

千歳 ア 宅急便等仕分け作業

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！ 889円～時給
短時間

★ 

車
好
き
な 

未
経
験
者
歓
迎

★
経
験
者
歓
迎

千歳 ア パ レンタカー業務

千歳・恵庭

仕　事▶ 「生活情報紙ちゃんと」の配布員さん
の自宅に荷物を届ける仕事です。

資　格▶ 大きめの車をお持ちの方
給　与▶ 月11,000円程度（配達件数による）
時　間▶ 毎週水曜日の2～3h程度 

（担当軒数による）

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

「生活情報紙 ちゃんと」の
配布員さんの自宅に

荷物を届ける仕事です。

水曜日
だけ！

週1日配達員
（班長さん）募

集

委 配達員（班長）

【募集地域】
千歳

自由ヶ丘・桜木方面
恵庭

柏陽町・柏木町方面

仕　事▶ 客室のベッドメイキング、 
客室清掃

給　与▶ 時給900円～
時　間▶ 基本時間10:00～14:00 

※基本時間以外の勤務時間相談可
休　日▶シフト制
待　遇▶ 社保完備、交通規定支給、制服貸与
勤務先▶ ANAクラウンプラザホテル千歳 

（千歳市北栄2丁目2-1） 
※駐車場無し

ANAクラウンプラザホテル千歳

担当/吉田応募  090-4612-9624
千歳市富丘4丁目1-7北海道エイト株式会社

★面接時、履歴書不要 ★年齢不問

客室清掃スタッフ募集!!

未経験者歓迎！
お気軽にお電話ください♪

千歳 ア パ 客室清掃

千歳市上長都939-20　★JR長都駅より徒歩5分

㈱北潤ボトリング
■FSSC22000認証取得工場　■セコマグループ

ホクジュン

■ パート/清涼飲料製造作業
仕　事▶ 【目視検査】 ペットボトル飲料製造の目視検査、

その他軽作業
　　　　【品質管理】製品の分析作業等
資　格▶ 不問、経験者尚可
給　与▶時給900円～
時　間▶ 8:30～13:00、13:00～18:00
休　日▶ 日祝、シフト制 

※ 年間105日、土曜70％休み 
（会社カレンダーによる）

期　間▶1年毎の更新 
待　遇▶ 雇用・労災保険、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可

☎0123-27-3838 担当/青山

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

千歳 パ 目視検査他、品質管理

時給

900円～


