
2022 年 7 月 22 日（金） ちゃんと9

仕　事▶�接客、配膳、�
料理説明、片付け等

資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶時給1,200円
時　間▶�17:30～22:00の間�

※18:00～も可�応相談�
※�予約の状況により�
延長の場合有（深夜
割増有)

勤　務▶週3～5日程度
待　遇▶�交通費規定支給、�

制服貸与

☎0123-26-5061
受付/14～18時�担当/浅野、山川

まずはお気軽にお電話ください。

千歳市幸町2丁目3-2

11,,200200円円
時時
給給

募
集

ホール
スタッフ

千歳 ア ホール千歳 契 清掃スタッフ

24時間受付OK！ 
お気軽にお電話ください。 0120-172-6420120-172-642

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

その他仕事多数あり！

期　間▶�即日～10月上旬
時　間▶�9:00～17:00�

※午前・午後・昼休憩有
給　与▶�時給1,011円～
休　日▶週2～4日で相談可能

◆ブロッコリーの選別/千歳市

事前見学も可能事前見学も可能

期　間▶長期
時　間▶�9:00～17:00
給　与▶�時給1,000円～
休　日▶�土日祝�（土曜出勤の可能性あり）

◆パスタ製品の包装・加工/恵庭市

事前見学可能事前見学可能

◆ピッキングスタッフ/恵庭市

期　間▶長期
時　間▶�①9:00～17:00�

②7:00～16:00�
※①②希望制

給　与▶�①時給1,011円～　②時給1,200円～
休　日▶�土日

嬉しい土日休み!嬉しい土日休み!

◆ホテル客室清掃スタッフ/千歳市（JR千歳駅から徒歩圏内）

期　間▶長期　※更新制
時　間▶�10:00～14:00�

※9:00～16:00内で4～6hも可。�応相談
給　与▶�時給1,000円～
休　日▶シフト制（週2～4日で相談可能）

時間・日数 相談可能時間・日数 相談可能

10:00〜12：00
7/26火

恵庭市民会館　恵庭市新町10
場 所

お仕事相談お仕事相談 登録会登録会＆

開催！開催！相談だけでも 相談だけでも 
OK! OK! 

送迎有!送迎有!

千歳・恵庭 派 包装、ピッキング、野菜の選別、清掃

相談だけでもOK！相談だけでもOK！
ご参加、ご参加、
お待ちしております。お待ちしております。

★�5店舗とも�
　他部門も
　募集中です！

Web応募
はコチラ

千歳市勇舞8丁目1-1長都店

千歳市日の出1丁目1-66千歳店

2名募集2名募集☎26-6660応募

給　与▶�［一般］時給936円 ［学生］時給890円
時　間▶�8:30～13:00　※週4日の勤務�

※8:30～16:30の通しも可

給　与▶�［一般］時給930円　［学生］時給890円
時　間▶�17:00～21:00　※応相談

給　与▶�［一般］時給936円 ［学生］時給890円
時　間▶�7:00～12:00　※週4日の勤務

2名募集2名募集◆さかなやの寿司

1名募集1名募集☎23-7667応募

給　与▶�［一般］時給933円 ［学生］時給890円
時　間▶�8:00～13:00　※週4日の勤務

島松店 恵庭市島松旭町1丁目1-1

恵庭店 恵庭市本町210

3名募集3名募集☎33-1122応募

給　与▶�［一般］時給930円　［学生］時給890円
時　間▶�7:30～12:00　※週4日の勤務

給　与▶�［一般］時給930円　［学生］時給890円
時　間▶�8:30～13:00　土日/7:40～12:40�

※週4日の勤務　※土日勤務できる方希望

恵み野店 恵庭市恵み野西3丁目1

1名募集1名募集応募 ☎36-2980

1名募集1名募集☎39-7777応募

水産部門水産部門
今回は今回は

の募集ですの募集です

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32

待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、車通勤可共通項目

 
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

応募

千歳・恵庭 ア パ 水産

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!

時給時給 円円11,,000000

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちいただくかご郵送ください。
担当/�尾田☎0123-26-1155

千歳市千代田町
6丁目1番地千歳エアポートホテル

仕　事▶�朝食の仕込み、簡単な調理、�
バイキング会場での料理の補充等

時　間▶�①5:00～9:30�②5:00～14:00（休憩1h）�
※応相談

資　格▶�年齢不問、シルバー世代歓迎
勤　務▶週3～5日　※応相談
給　与▶ 時給1,000円 

※研修期間2週間/時給889円
待　遇▶�社保完備、希望休日取得可、制服貸与、交通

費規定支給、車通勤可（無料駐車場有）

◆ 朝食スタッフ

千歳 ア パ キッチン、ホール

急募急募

電話連絡の上、履歴書お持ちください。お気軽にお電話ください。

☎23-2010 受付/9時～16時

働きたい方募集!長期長期
仕　事▶�炊飯業務及び配送
資　格▶要普免
時　間▶6:30～16:00　※残業含
給　与▶�月給170,000円 

＋諸手当35,000円（定額） 
総支給/205,000円

休　日▶月8～9日　※シフト制
待　遇▶�各種社会保険完備　※いずれも詳細は面談にて。

㈱吉田商店 〒066-0037
千歳市新富3丁目9-2

ちとせライスセンター

40代・50代活躍中！

千歳 契 炊飯業務及び配送

レンタカー・ガソリンスタンド業界の経験者歓迎!

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/

正社員正社員
募集!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

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
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千歳 ア パ レンタカー業務

 miyoshi-konpou-3443@m7.dion.ne.jp

給　与▶�①時給1,120円　②時給1,200円 
※別途支給  残業平均30h程度/月

時　間▶�8:00～17:00　※実働8h
休　日▶�日祝、第1・第3土曜日�

GW、お盆、年末年始
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▶�北広島市共栄工業団地

お電話の上、面接時に写真付履歴書をお持ちください。

☎011-787-3443

札幌市東区北34条東20丁目5番11号
三好梱包商事㈲ 派遣事業部
一般労働者派遣事業(派01-301226)

①工場内軽作業スタッフ
②溶接工(アーク溶接)
各2名募集各2名募集

長く勤務できる方 長く勤務できる方 
やる気・元気のある方やる気・元気のある方

派遣派遣スタッフ募集スタッフ募集

（札幌本社）
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迎
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北広島 派 軽作業、溶接工

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

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

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 正社員 
登用有登用有

こんなこんな
資格資格

あった
んだ！

あった
んだ！

知って知って
トクトクす

るする

聴く事を中心に高齢者とのコミュニケーション能力
を得て､心のケアをする資格。
傾聴とは､耳と目と心でしっかりと聴き､相手の心に
寄り添うことです。
不安やストレスを和
らげることができる
ため､介護や医療の現
場で活躍できます。
また､普段の生活でも
役立つので､コミュニ
ケーションに苦手意
識がある方にもオス
スメです。

高齢者傾聴
スペシャリスト

話を聴き、話を聴き、
心のケア！心のケア！

学生
アルバイトも可

サンライフレンタカー(株)
千歳市柏台1463

仕　事▶�キャンピングカー専門レンタカー会社での
車内清掃、受付、他

期　間▶�即日～9月頃まで
給　与▶�時給1,000円
時　間▶�10:00～14:00�

※17:00までの勤務も可
勤　務▶�週2～3日�※シフト制
待　遇▶�交通費規定支給

☎0123-25-6789
まずはお気軽にお電話ください。

車内清掃・受付車内清掃・受付
アルバイト募集♪

7・8・9月の3ヶ月

千歳 ア 清掃、受付

★30～50代 みんな元気に頑張っています！

千歳市青葉5丁目6-10ホテル サブリナホテル サブリナ

まずはお電話ください。☎26-7730

仕　事▶客室清掃･備品補充等
給　与▶�時給889円  

※22時以降深夜割増有
時　間▶�【遅番】�日/17:00～24:00�

月火水/18:00～24:00
勤　務▶�【遅番】日、月、火、水
待　遇▶�車通勤可、エプロン貸与、�

労災保険有、�
雇用保険有（条件有）

扶養内勤務
可能！

時間時間 日数日数 WワークWワークご相談 ご相談 
ください!ください!

千歳 パ 清掃


