
2022年9月30日（金）ちゃんと 12

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

勤務日は相談の上決定。

担当/古瀬22-0866電話連絡の上、
写真付履歴書を
お持ちください。

期　間▶雇用期間の定めなし
資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許
時　間▶ 18:00～翌5:00 

1ヶ月単位の変形労働時間制
勤　務▶4勤1休、もしくは週休2日
給　与▶  入社1年間は 

4勤1休/月270,000円   
週休2日/月230,000円を最低保証 
※当社規定有

待　遇▶  各社保完備、入社祝金制度（10万円/規
定有）、制服貸与、退職金制度、車通勤可
（駐車場完備）、喫煙室有

★二種免許取得養成制度有!
★異業種からの転職者も歓迎します!
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千歳 正 嘱 タクシー乗務員

さわやか無線センター

発売機の裏で
異常がないか

見守るお仕事です。

場内の警備と
環境を整備する
お仕事です。

業務拡大につき
増員募集

40～60代の
女性活躍中！

扶養内OK!

感染症対策は万全です！　勤務日数応相談！

50～60代の
男性活躍中！

◆オペレーター
期　間▶1年毎の更新制（長期勤務可）
仕　事▶ 馬券発売機のバックヤード

内での補助業務、発売機への
現金投入･回収

【共通項目】
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶ 時給920円 ※他、ナイター加算・年末年始加算有
時　間▶ 8:45～17:30 （休憩45分～1時間30分、勤務時間による） ※残業なし 

※ 13:00～21:30、8:45～21:30等、状況による（時間外手当有）
勤　務▶月10日程度
待　遇▶ 雇用・労災保険、制服貸与、交通費規定支給、屋内禁煙

◆警備・環境整備
期　間▶1年毎の更新制（長期勤務可）
仕　事▶ 場内警備、 

環境整備（感染症対策等）

千歳市幸町3丁目3-2

担当/林・大薄（おおすぎ）、白岩まずはお気軽にお電話ください。 0123-40-9000
ホッカイドウ競馬 Aiba千歳場外発売所

千歳 パ オペレーター、警備・環境整備

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32

期　間▶長期
待　遇▶ 社会保険なし、制服付与、 

交通費規定支給、車通勤可、施設内禁煙

〈共通項目〉

[応募］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

Web応募
はコチラ

23-7667
千歳市勇舞8丁目1-1

長都店

応募

給　与▶ ［一般］時給940円  
［学生］時給920円

時　間▶ 8:30～13:00 (応相談） 
※残業なし ※休憩なし

1名募集

給　与▶ ［一般］時給940円 
［学生］時給920円

時　間▶ 8:00～12:00 
※残業なし ※休憩なし

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

1名募集

給　与▶ ［一般］時給940円 ［学生］時給920円
時　間▶ 12:00～17:00 ※残業なし ※休憩なし

★土日勤務できる方

Web応募
はコチラ

恵庭店

33-1122
恵庭市本町210

応募

3名募集

Web応募
はコチラ

26-6660
千歳市日の出1丁目1-66

千歳店

応募

給　与▶ ［一般］時給968円 
［学生］時給920円

時　間▶ 7:00～11:00 
8:30～13:00 
17:00～21:00 
※いずれも土日祝のみでも可 
※残業なし ※休憩なし

2名募集

千歳・恵庭 ア パ 水産

の募集ですデリカ
今回は

部
門

ウェブサイトで手軽におシゴト探せます

毎週木曜日更新！

もちろん、
お家でゆったり
しながらでも

外出先でも

まずはアクセス！
検索ちゃんと 求人ナビ
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販売販売軽作業軽作業
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https://chanto.biz/qnavi/
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ファイル

体力

サポート度

コミュニケーション能力

様々な企業にて書類作成や処理、データ入力や電話応対、来客応対などの業務
全般を担う職業。一般事務や経理事務、営業事務、学校事務などがある。
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●MOS ●秘書検定
●ITパスポート など

事務員

(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 採用係応募

期　間▶長期（1年毎の更新制）
仕　事▶ 新千歳空港の 

設備運転保守管理業務 
※正社員ですが、業務の契約形態は派遣の為、 
　「常用派遣」となります。

資　格▶ 無資格可、ボイラー1級・2級等の資格や 
実務経験があれば尚可

時　間▶ ①9:00～17:30　②16:00～翌9:00 
※いずれも休憩1h、残業なし 
※②がメインです。どちらもできる方歓迎。

給　与▶ 月給180,000円～　 
※22時以降深夜割増有

休　日▶ シフト制
待　遇▶ 社保完備、制服貸与、交通費規定支給、喫煙スペース有
勤務先▶ 新千歳空港旅客ターミナル

勤務先 新千歳空港

設備管理
スタッフ募集

千歳 正 設備管理

期　間▶ 入社希望日～翌年4月末まで 
（5月～翌年4月の1年契約更新）

勤務先▶ トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター
仕　事▶ 新車・中古車の洗浄ラインでの車内清掃。掃除機

がけや、シートの拭き掃除など、簡単な作業です。
休　日▶ 日曜・祝日、他シフト制（年間所定休日108日） 

★GW・お盆・年末年始の長期連休有  
★シフト応相談

時　間▶ 9:00～17:00 （休憩1h、繁忙期により残業有）
※時短勤務可

給　与▶ 時給970円～ 
（1日7h×970円×22日＝149,380円）

資　格▶ 要普通自動車運転免許（運転経験1年以上）、 
65歳未満（定年雇い止めのため）

待　遇▶ 車通勤可、無料P有、交通費当社規定支給、社会
保険完備、作業服貸与、有給休暇有、能力に応じ
て昇給有、施設内禁煙

恵庭市北柏木町3丁目73

まずはお気軽にお電話ください。面接日時をお知らせします。
写真付履歴書をお持ちください。

トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター
担当/ 三浦・傳法(デンポウ)0123-47-8000

時給UPしました!!
簡単作業! 扶養内OK！未経験者歓迎!

恵庭 契 洗浄ライン作業

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。

仕　事▶ 清掃員
給　与▶ 時給930円
時　間▶  7:30～16:00（実働7.5h） 

※または7:30～12:00（実働4.5h）、 
　13:00～16:00（実働3h）

休　日▶ 土日祝・年末年始、他学校閉庁日 
※一部土・日・祝日に学校行事があ
　る際は、出勤の場合があります。

待　遇▶ 社会保険対応、交通費規定支給
勤務先▶ 北陽小学校

清掃員さん募集!
千歳 契 小学校清掃員

◆ 車部品、資材製造

◆ 野菜の袋詰め

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

◆ お菓子の製造ライン

◆ フォークリフト作業

期　間▶即日～年内　※長期あり
給　与▶時給1,050円～
時　間▶ 8:30～17:30 

※休憩1h、残業なし 
休　日▶ シフト制
勤務先▶千歳市内
休　日▶シフト制

期　間▶即日～翌2月
給　与▶時給1,100円～
時　間▶ 8:00～17:00 

※休憩1h、残業なし 
休　日▶ シフト制
勤務先▶千歳市内、近郊
休　日▶土日

期　間▶即日～
給　与▶時給1,050円～
時　間▶ 8:00～17:00 

※休憩1h、残業なし
勤　務▶ シフト制
勤務先▶千歳・恵庭
休　日▶土日

期　間▶即日～年内
給　与▶時給1,030円
時　間▶ 8:00～17:00 

※休憩1h、残業なし
勤　務▶ シフト制
勤務先▶千歳市内
休　日▶土日

《共通項目》待　遇▶各社保完備、喫煙スペース有

予約
不要10/7金 10:00～13:00

東雲会館 千歳市東雲町1丁目10
駐車場：千歳市社会福祉協議会（東雲会館向かい側）

千歳・恵庭 派 製造、フォークリフト作業、野菜の袋詰め

日
時
・
会
場

応　募▶まずは、お気軽にお電話ください。

仕　事▶  カラーリング（白髪染めのみ）、 
シャンプー、簡単な接客

資　格▶ 美容師免許
給　与▶  平日/時給920～1,000円  

土曜/時給970円～

時　間▶ 9:00～17:00  
※最終受付は15:30

勤　務▶ 週2日～OK!  
※応相談  
※日曜、祝日は定休日

待　遇▶ 交通費規定支給

※応募の際に、｢求人ナビを見ました｣とお伝えいただくとスムーズです。

カラーリスト大募集！

まずはお気軽にお電話ください。

★ブランクある方も歓迎!★扶養内勤務可 ★日･祝はお休み！

0123-25-5230 ■オーガニックヘアカラー専門店

千歳店nonno 千歳市信濃
4丁目11-4

- のんの -

15:30で 
受付終了なので、
家庭との両立も 
しやすい！

千歳 パ カラーリスト


