
2022年9月16日（金）ちゃんと 12

親切･丁寧に指導いたしますので未経験者でも安心！

仕　事▶ 浴場、脱衣室等の清掃
資　格▶未経験歓迎、シニアの方も歓迎
時　間▶ ①5:30～9:00（実働3.5h、時々0.5h延長あり） 

②13:30～17:30(巡回清掃、実働3～4.5ｈ)
給　与▶時給920円
勤　務▶年中無休/シフト制（土日のみ出勤も可能）
待　遇▶労災保険、交通費規定支給、車通勤可

清掃員募集

日本管財サービス株式会社
〒066-0015　千歳市青葉8丁目3番1号

担当/高倉
24-0800電話連絡の上､写真付履歴書を 

お持ちください。

◆ 千歳乃湯えんの清掃

時 
給 920円

千歳 パ 清掃

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

給　与▶ 時給899～924円 
（学生/時給889円～）

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

共
通
項
目

 日数・休日
応相談！

◆青果

◆レジ 学生歓迎

時　間▶ 8:00～13:00

時　間▶  9:00～13:00 
17:00～22:00

◆惣菜 時　間▶ 8:00～13:00

恵庭 ア パ 店内業務

時　間▶16:00～18:30（実働2.5h）
勤　務▶週2～3日程度
休　日▶日曜日

◆流通3丁目/デイサービス ※車通勤可

時　間▶10:00～15:00（実働4.5h）
勤　務▶月24日程度、シフト制

時　間▶5:00～9:00（実働4h）
休　日▶土曜日・日曜日・祝日

◆新千歳空港/ベッドメイク

◆北光2丁目/院内

時　間▶16:00～19:00（実働3h）
勤　務▶週5日
休　日▶日曜日

◆新富1丁目3-5/院内 ※車通勤可

時　間▶7:00～16:00（実働7h）、7:00～11:00（実働4h）
勤　務▶月24日程度、シフト制

◆新千歳空港/国際線ターミナル

Wワーク 
  OK！

給　与▶時給920円
待　遇▶交通費規定支給共通項目

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

お電話の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。担当/安藤

北海道クリーン・システム㈱ 札幌鉄道支店 空港営業所
千歳市美々JR新千歳空港駅舎内■JR北海道グループ

正社員・パート

清掃員募
集

0123-45-7160 080-2877-3015

★男性活躍中!　★若干名募集!
勤務先▶JR新千歳空港駅
仕　事▶ JR新千歳空港駅到着の列車内清掃、座席回転、ゴ

ミ処理、その他、及び駅舎清掃
資　格▶ 正社員/60歳未満の方 

          ※定年後は嘱託社員として65歳まで勤務可 
パート/60歳以上の方も積極的に採用します 
          ※定年65歳

時　間▶ ①8:50～翌8:55 
   （一昼夜交代制/実働14時間10分） 
②8:50～16:40 
   （実働7時間5分、休憩45分） ※シフト制

給　与▶ 正社員/月給157,500円 ※試用期間6ヶ月（同条件） 
パート/ 日給6,350円 ※10月より時給改定（予定） 

※試用期間3ヶ月（同条件）
休　日▶月6日、シフト制
待　遇▶ 正社員/各社保完備、有給休暇、交通費規定支給、 

          制服貸与、昇給年１回、賞与年２回 
パート/各社保完備、有給休暇、交通費規定支給、制服貸与

千歳 正 パ 清掃

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

当社HPお問合せフォームからも応募できます。 https://speed-hokkaido.jp/
0120-095-350

一般労働者派遣事業（派01-300425） 有料職業紹介事業（01-ユ-300238）

函館市新川町1-24  R4TM新川町 5F
スピード北海道

50,000円 支給
満了手当金

株式会社

  
 

仕　事▶ 調理師
資　格▶  調理師免許保持者、調理経験1年以上

（ジャンル問わず）
時　間▶8:30～17:00
給　与▶時給1,500円
期　間▶ 即日～
勤　務▶ 4週8休（シフト制）
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、
勤務先▶ 苫小牧市美沢 

（新千歳空港より車で15分）

＼ 3ヶ月満了時に ／

洗い場・販売
スタッフも

時　間▶ 8:30～17:00、20:30～翌5:00
勤　務▶ 5勤2休もしくは4勤2休
給　与▶ 時給1,300円　 

※22時以降/時給1,625円
期　間▶ 3ヶ月　※長期勤務可
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通勤

可（P完備）、制服貸与、社員登用有
勤務先▶恵庭市戸磯 同時募集

恵庭・その他 派 製造、レストランスタッフ

正社員 
登用予定

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許、 
二種免許取得養成制度有

給　与▶ 歩合制 
例/【日勤】200,000円以上可能 
　  【夜勤】250,000円以上可能

勤　務▶ 4勤1休（応相談）
時　間▶ 例/【日勤】8:00～16:30 

　  【夜勤】17:00～翌1:30 
※勤務時間応相談

待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、車通勤可（駐車場完備）

（担当/関本・佐々木） 23-3121
 まずはお気軽にお電話ください。

〒066-0027
千歳市末広1丁目4-8千歳交通㈱

と でタクシードライバー募集!千歳 恵庭

勤務時間
応相談

福利厚生充実
千歳乃湯えん

ちとせインターゴルフクラブ
会社説明会を開催します!
日時

会場

9月20日（火）
ハローワーク千歳

10:00～

千歳市東雲町4丁目2-6

支度金10万～30万円 ※当社規定による。
費用当社負担
養成期間中日当有

千歳・恵庭 契 タクシードライバー

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】注文はタッチパネル式なのでストレスフリー 
【レジ】会計は自動釣銭機でラクラク 
【厨房】メニューも少ないので覚えやすく業務習得も簡単です。

給　与▶ 時給958～1,108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

時間帯
相談可

大募集!!・パート 
・フリーター

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

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。

ブランクがあっても大丈夫！ 
できるまでサポートの安心教育体制！

働きやすさが当店のPOINT！

◎ 月2回、希望でシフトを作成するので
予定が立てやすい♪

◎ お子さんの急病や学校行事への参加、
長期休みなどにも対応できます！

未経験の方も大歓迎幅広い年代が活躍中！

月
収
例

週2日、1日5h＝月38,320円～
短時間時

給 958円

週5日、1日8h＝月177,280円～
長時間 時

給 1,108円

スキマ時間を 
有効活用！

高額で安定収入！ 
年2回の評価制度が 

手厚い♪

千歳 ア パ ホール・キッチン

株式会社エフビーエス
〒061-1411　恵庭市恵南1番地恵庭工場  34-6866

まずはお気軽にお電話ください。

受付/9～17時 担当/石橋

製造スタッフ
機械オペレーター 募集!

《共通項目》
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
休　日▶ 土日 ※他工場指定の休日有
待　遇▶ 各種社会保険完備、有給休暇有、 

制服貸与、昇給有（人事考課による）、 
車通勤可、交通費規定支給、 
正社員登用制度有

②機械オペレーター ★フルタイムでしっかり働ける
時　間▶ 6:00～翌5:00の間で実働8ｈ シフト制
給　与▶ 時給970円 

※試用期間3ヶ月/時給920円 
※22:00～翌5:00/時給1,213円

①製造スタッフ ★4時間～OK!
時　間▶ 6:00～翌3:00の間で応相談 ※4h～可
給　与▶ 時給920円 

※22:00～翌5:00/時給1,150円

セブン-イレブン・ジャパン向けの
パン生地製造をしている会社です。
★土日お休み! 
★昇給有!（人事考課による） 
★正社員登用制度有!

恵庭 パ 製造スタッフ、機械オペレーター

会
場

日
時

◆ 原料入れ/千歳市内

千歳市朝日町8丁目1206番地51労働者派遣事業（派01-300201）
㈱セイショウ 千歳営業所 0120-900-110担当

三宅

◀ 事務所で、お仕事情報は 
いつでも閲覧できます!! 
事前にご連絡ください。

◆ お菓子の製造/千歳市内

期　間▶即日～
給　与▶時給1,100円～
時　間▶ 8:30～17:30 
勤　務▶ シフト制 

期　間▶即日～
給　与▶時給1,150円
時　間▶ 8:30～17:30
勤　務▶ シフト制

急 募 急 募

予約不要

9/
月・祝19

10:00～13:00

ちとせモール 
1Fセンター広場
千歳市勇舞8丁目1-1

◆  その他　事務・接客・選別・検品・製造（部品・お菓子）etc（短期/通期）　AM/PM/扶養内

AM/PM/フル（扶養内）OK

千歳・恵庭・他 派 製造

1日4～5h程度

土日祝休み!!

仕　事▶ 経理、一般事務、給与計算、社会 
保険の事務手続き、清掃など。

給　与▶時給1,100円～
資　格▶経理経験者
時　間▶ 8:00～17:00の間で1日4～5h
休　日▶ 土、日、祝、GW、お盆、年末年始
待　遇▶交通費1日200円、車通勤可

仕事の種類は多いですが一つ一つの業務は少な
いので、経験者であれば1日4～5時間で済
みます。丸1日働けない方、平日に休みを取り
たい方、朝から勤務出来ない方など、業務に支
障が無ければある程度自由に仕事が出来ます。

 011-377-4931
まずはお気軽にお電話ください！北一運輸株式会社

北広島市輪厚431-1Kitaichi Transportation Co., Ltd.

受付/9～16時
担当/池田

経理・財務

スタッフ募集！

北広島 ア パ 事務


