
2022年7月29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

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

岩見沢市岡山町129-26

まずはお気軽にお電話ください。面接は現地で行います。
受付時間/8:30～18:00

株式会社 サン研ライフサービス
0120-537-917 担当/川崎

仕　事▶ 浴場・館内清掃
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給900円～ 

※試用期間/時給889円
時　間▶ 7:00～11:00　
休　日▶ シフト制　※応相談
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、車通勤可、有給休暇
勤務先▶ 恵庭温泉 ラ・フォーレ(恵庭市恵南4-1)

清掃スタッフ
年齢幅広く
活躍中!!

恵庭 パ 清掃
時給
900円

資　格▶ 要普通免許
給　与▶ 月給200,000円～ 

※試用期間3ヶ月、月給180,000円
勤　務▶週5日勤務、シフト制
時　間▶ 9：30～19：00（休憩1.5h）
待　遇▶ 各種社保完備、交通費規定支給
勤務先▶ ショップ酒蔵　恵庭市緑町2丁目3-4

恵庭

<問い合わせ>☎0123-34-0828　
受付時間/平日9:00～17:00

写真付き履歴書を郵送ください。《担当》高橋

〒061-1442 恵庭市緑町2丁目3-4
北央商事株式会社

配送スタッフ
正 配送

土日祝勤務出来る方歓迎

酒蔵
ショップ

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!

応募
社会福祉法人
千歳福祉会

〒066-0066
千歳市大和4丁目2-1

採用担当/中尾 
（受付/9:30～17:30）☎0123-49-6805

資　格▶ 介護職員初任者研修修了者 
（ヘルパー2級）あれば尚可

給　与▶ 月163,250円～ 
+夜勤手当（10,000円/回) 
※賞与年2回（2.55ヶ月分） 
※介護福祉士手当5,000円

※処遇改善手当78,000～98,000円（偶数月毎支給）

資　格▶ 介護福祉士（実務経験5年以上）
給　与▶ 月169,000円～ 

+夜勤手当 4,428円～/回 
+資格手当 5,000円 
（年齢・経験に応じて支給） 
※賞与年2回（3.4ヶ月分）

◆ 正職員

扶養・住宅・
寒冷地手当
支給

夜勤の可否
対応可能!

◆ 準職員

介
護
職
員
募
集

共通項目
仕　事▶ 入居者様の介護・生活介助・生活部門の整理等
時　間▶ 日勤/7:00～19:00（実働8h、休憩1h） 

夜勤/ 17:30～翌9:30（実働14h、休憩2h）  
※月4～5回

休　日▶ 週休2日制　※年間休日120日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

有給休暇有、退職金制度（共済会有）、 
処遇改善手当78,000～98,000円 
（偶数月毎支給）

勤務先▶ 特別養護老人ホーム　暢寿園 
（千歳市富丘2丁目7-5）

詳細は 
HPをご覧 
ください！

事務職員も
同時募集！

千歳 正 準 介護職員

〒066-0051
千歳市泉沢1007-134

青果物卸売り
株式会社北 泉

担当/中野
受付/平日9～18時☎28-2695応

募

お休み希望うかがいます !

アルバイト
仕　事▶ 野菜の入った段ボールをパレットに積む作業等
給　与▶時給1,500円
時　間▶8:45～17:00
休　日▶ 日曜日　※その他応相談
待　遇▶ 交通費規定支給

男性活躍中! 車通勤可能な方!

《共通項目》
期　間▶ 2023年3月31日まで
資　格▶ 未経験者歓迎

パート
仕　事▶ 玉葱・馬鈴薯等、野菜の選別・カット等の加工業務
給　与▶ 時給900円
時　間▶ 8:45～17:00の間で応相談
勤　務▶ 週3～6日で日数応相談 ※日曜日はお休みです。
待　遇▶ 車通勤の方は交通費規定支給 

※8:45～17:00まで勤務の方に限り、JR千歳駅からの送迎有

扶養内OK!

★開始・終了時間も応相談！

女性活躍中!

★急なお休みにも対応可！

未経験者 
歓迎！

募集
スタッフ
千歳 ア 野菜の積み上げパ 野菜の選別・加工

急募キッチンカースタッフ
未経験者歓迎!!

仕　事▶ 恵庭・千歳市内などの施設で、キッチンカーによ
る接客販売や、簡単な調理等

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許（AT限定不可）、 
年齢・性別不問

時　間▶ 13:00～19:00 ※会場、天候により変動有
給　与▶時給1,000円
勤　務▶土・日、他イベント出店日

<問い合わせ>☎0123-34-0828　
受付時間/平日9:00～17:00

写真付き履歴書を 
郵送ください。 
《担当》高橋 〒061-1442 恵庭市緑町2丁目3-4

北央商事株式会社

恵庭 ア パ 販売・調理

GOR
IRAAA

＼仕事探すなら／

仕　事▶ 生活情報紙「ちゃんと」の折込・配布
資　格▶ 年齢不問（健康な方）
給　与▶ 1部配布7.5円～（ページ数により変動あり） 

＋チラシ折込手当＋増ページ手当＋皆勤賞
勤　務▶ 毎週木・金曜（週1～2日）
時　間▶ 木曜/5:00～19:00、金曜/5:00～18:00の間で 

実働1～3h位（配布場所による）

皆勤賞あります!

面接時、全員にもれなく

どちらもプレゼント!!

夏休み
キャンペーン

★ 詳しくはお電話でご相談ください！
■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

千歳市北斗4丁目
13番20号☎0123-27-0911応募

まずは1ヶ月
休まずがんばり
ましょう！

もれなく
貰える!

キャンペーン期間：7月28日木～ ※なくなり次第終了

お米5Kg
ティッシュ5箱

配布員さ
ん募集 幅広い年齢層を募集中

学生からシニアまでの

千歳市

恵庭市

■信濃1・2・3丁目 ■幸福1・2丁目 ■富丘4丁目 ■住吉3丁目 
■真々地1丁目 ■里美1・2・3丁目 ■文京4・5丁目

■島松仲町1・3丁目 ■島松本町1丁目 ■恵み野南4丁目  
■恵み野西6丁目 ■黄金南1・2丁目 ■幸町1・2・3丁目
■文京町4丁目

千歳・恵庭 委 配布員

千歳市美々新千歳空港ターミナルビル3F
レストランユック 新千歳空港店定山渓温泉

「鹿の湯」グループ

担当/田中☎0123-46-5830
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

【共通項目】
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・学生（高校生可）・シニア歓迎
勤　務▶週2～5日で希望日数ご相談ください。
待　遇▶ 交通費実費支給、賞与有（実績による）、 

食事手当支給、勤務実績により有給休暇有、昇給有

仕　事▶ご案内・オーダー取り・配膳・下げ膳・レジ等
時　間▶11:00～19:00の間で実働4h～
給　与▶【一般】時給930円　【高校生】時給910円

仕　事▶自動洗浄機を使用しての食器洗浄
時　間▶ 【一般】平日/12:00～16:00  

【一般・学生】土日祝/12:00～19:00　※応相談
給　与▶ 【一般】時給930円～　【高校生】時給910円～

　※経験・能力考慮

仕　事▶料理の仕込みや盛付等
時　間▶ 【一般】平日/10:00～19:30の間で実働4h～ 

【学生】平日/17:00～19:30 
【一般・学生】土日祝/10:00～20:00　※応相談

給　与▶ 【一般】時給950～1,000円 　【高校生】時給920円～
※経験・能力考慮

◆ 調理補助　★家庭での経験が生かせます！

◆ 洗い場　★自動洗浄機があるので簡単業務

◆ ホール　★夏休みだけの短期アルバイトも歓迎

募
集

洗い場
ホール

調理補助 ★平日のみ・土日のみ等曜日固定OK！
★テスト休みなど学業との両立OK!
★ 主婦さんが多いのでご家庭の急な 
お休み等に理解度が高い環境です！

千歳 ア パ 調理補助、洗い場、ホール

恵庭市大町1丁目9-12
合同会社すまいるくりえいと

仕　事▶ 入居者様の通院介助、健康管理等
資　格▶ 正看護師、未経験者歓迎
給　与▶ 時給1,450円 

※試用期間3ヶ月/時給1,250円
時　間▶ 9:00～15:00
勤　務▶ 週1日～OK ※シフト制 ※希望日応相談
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、車通勤可 

★ 長期勤務の方には退職金制度、 
団体保険加入有

勤務先▶ グループホーム笑家えにわ 
（恵庭市大町1丁目9-12）

まずはお気軽にお電話ください。
☎0123-25-6468

受付/
9:00～17:00
担当/安田

★週1日～OK！
正看護師募

集

★ シニアの方も 
大歓迎!大活躍中!!

時間・勤務日等、ご希望に応じて調整します！

清掃員も同時募集中！
・8:30～12:00（実働3.5h）・時給890円・出勤日シフト制

恵庭 パ 看護師


