
2022年9月30日（金）ちゃんと 14

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

期　間▶雇用期間の定めなし
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920円～

時　間▶ 10:00～19:00（実働8h）  
※休憩1h ※残業有

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、社内禁煙、室外喫煙所有

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!

千歳 正 販売、軽整備

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ レンタカーの受付、事務 

※ 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970円～
時　間▶ 7:30～19:00の間でシフト制 

※応相談 ※休憩1h ※残業有
勤　務▶ 週3日～  

※シフト制 ※土・日曜のみ・Wワーク等応相談
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤

可、カップ式飲料機使い放題、正社員登
用制度有、社内禁煙、屋外喫煙所有

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
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千歳 ア パ レンタカー業務

エームサービスジャパン(株)

期　間▶半年毎の更新制 ※5年目以降無期雇用
時　間▶ 9:00～14:30 ※休憩30分 ※残業なし
給　与▶ 時給920円
勤　務▶ 週3～4日 ※応相談 平日のみも可
仕　事▶ 軽調理・盛り込み・サービス 

※月2日程度洗浄業務の為、15分程度延長有
資　格▶ 70歳まで（定年の為） ※最長75歳まで 

延長の場合有、自力通勤可能な方
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、 

雇用保険加入（該当者）、喫煙スペース有
勤務先▶千歳市泉沢1007-39 大手企業内社員食堂

■三井物産グループ
千歳市泉沢
1007-39

090-5986-1013
まずは、お気軽にお電話ください。担当/おおわたり

※12:00～13:00はご遠慮ください。

社員食堂
スタッフ
募集★働きやすい時間帯!

★平日のみもOK!

千歳 パ 社員食堂スタッフ

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

正社員3職種募集!!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭市住吉町
2丁目1-3富士交通㈱
担当/金田一0123-33-6271

待　遇▶ 社保完備、試用期間3ヶ月有《共通項目》

トラック
乗務員

〈正社員〉 仕　事▶ トラックでの配送業務
時　間▶ 7:00～16:00　※早出、時間外勤務有
勤　務▶ 週5～6日 ※シフト制
給　与▶ 4t/月24万円～ 

8tクレーン付き/月25万円～ 
11tクレーン付き/月26万円～

資　格▶ 中型免許以上

仕　事▶ 新千歳空港専属のタクシー運転手
時　間▶ 日勤/7:30～21:00の間で実働8h
勤　務▶シフト制
給　与▶ 月給18～30万円
資　格▶ 普通二種以上

〈正社員〉
空港専属 
タクシー 
乗務員

仕　事▶観光・送迎バスの乗務員
時　間▶ 6:30～20:00の間で実働8h
勤　務▶シフト制
給　与▶ 月給26万円～
資　格▶ 大型二種

〈正社員〉

大型バス
乗務員

 ★女性も活躍できる♪

マイクロバス 
乗務員も募集中！
【資格】中型二種

恵庭 正 トラック・バス・タクシー乗務員

長期で安定した環境で働けます!
スタッフ増員募集

0155-29-2151
 　 080-6416-0926

担当/高橋

時
給 1,050～

円

履歴書を右記に 
ご郵送ください。

〒080-0802 帯広市東2条南20丁目4-2
合同会社 インシュピルサン

調理補助
食器洗浄

仕　事▶ 駐屯地内の食堂での 
調理補助、食器洗浄等

給　与▶時給1,050円～ 
時　間▶ 9:00～18:30の間で、 

実働6～7h
勤　務▶ 週2～5日　※シフト制
待　遇▶ 交通費規定支給、 

その他、委細面談

勤務先  陸上自衛隊南恵庭駐屯地 
（恵庭市恵南63番地）

恵庭 ア パ 調理補助、食器洗浄

1,300円時
給

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

電話連絡の上、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）

［恵庭市戸磯］電子機器の部品製造 ★増員募集
仕　事▶ プリント配線基板検査・製造業務。素材の穴あ

けや、切断等、機械を使用した作業が中心です。
重労働はありません。

期　間▶ 即日～3ヶ月
資　格▶ 未経験者歓迎、資格不問
給　与▶ 時給1,300円 

※22時以降深夜割増（時給1,625円）
時　間▶ 8:30～17:00 ※休憩1時間15分 

20:30～翌5:00 ※休憩1時間40分 
※シフト制　※月45h程度の残業有

勤　務▶ 4勤2休または5勤2休（会社カレンダーによる）
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

無料P有、各社保完備、喫煙所有

★しっかり稼ぎたい方にオススメ!
★未経験者歓迎！

恵庭 派 部品製造

千歳・恵庭

期　間▶雇用期間の定めなし
時　間▶ 月・火・水曜日/9:00～17:00

の間（作業内容によって変動有、
応相談）

　　　　木・金曜日/1地域、2h程度～
給　与▶ 時給950円　　
勤　務▶ 週4～5日 ※応相談
資　格▶ 年齢不問、車通勤できる方
待　遇▶ 社会保険なし、 

交通費規定支給、 敷地内禁煙 
※委細面談にて 

パ 業務スタッフ

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

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

木

金
300軒程度で、配布地域はその都度変わります。
※詳細は面接の際にご説明いたします！

　　　　  の配布

水 チラシの折込、梱包

火

月 折込チラシの
仕分けや
チラシの荷受け

一
週
間
の
主
な
流
れ

0123-27-0911
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

千歳・恵庭 委 配布員

【代理】配布員さん
急募!!

仕　事▶ 生活情報紙「ちゃんと」を、会社が
指定する地域に配布してもらうお
仕事です。 
※業務委託となります 
毎週木・金の2日間で500部程度
の配布をお願いします。

資　格▶ 年齢不問、自家用車をお持ちの方、
健康でまじめな方

勤　務▶ 毎週木・金曜の2日間で都合
の良い時間

給　与▶ 週給6,500円
時　間▶ 木曜/5:00～19:00、 

金曜/5:00～18:00 
上記時間の間で5～6h程度 
※ 状況により時間が変動する 
可能性がございます。

6,500円!!
500部配布で

早速、
電話だな

＼仕事探すなら／

期　間▶ 即日～長期 ※5名程度 
短期（10月～翌1月） ※20名程度 ※スタート時期（10月or11
月選べます!!）

仕　事▶ 主に以下のような自治体のふるさと納税に関するお仕事をサ
ポートする事務センタースタッフを募集しています。 
■フロント対応業務 
　・各種お問い合わせの対応業務スタッフ（メール、電話両方あり） 
　・お礼品事業者への受発注業務スタッフ 
　・その他、一般事務業務スタッフ 
■オペレーション業務　 
　・事務所到着書類の整理、書類印刷業務スタッフ 
　・お礼品情報の登録、運用業務スタッフ 
　※面接内容を踏まえ決定いたします。

資　格▶ 学歴不問、主婦（夫）歓迎、未経験者歓迎、メール・電話対応できる
方歓迎、簡単なパソコン操作やブログなどを使ったことのある方

給　与▶時給1,000円 
時　間▶ 8:30～17:30（実働8h ※応相談） 

※休憩1h ※残業なし
勤　務▶  週5日 （※応相談）　　　休　日▶ 土日祝
待　遇▶ 各種社会保険完備、交通費規定支給、有給休暇、 

マイカー通勤可（一定条件有）、敷地内禁煙 
※長期のみ業績により期末手当支給制度有 
　（過去2年間支給実績有）

勤務先▶ 恵庭市京町56-1 MY恵庭ビル5階（恵庭市役所の近く）

面接日当日に写真付き履歴書をご提出頂くほか、応募にあたり、 
個人情報の収集同意書へサインを頂いております。
【個人情報の収集同意書】下記URLからご確認頂けます。
https://www.ccs1981.jp/careers/img/ccs_recruit_personal_info.pdf

メールもしくはお電話でご連絡ください! 
まずは勤務先（恵庭）にて面接を行います。

応 
募

011-700-5588（札幌支社）
saiyo@ccs1981.jp

恵庭市京町56-1 MY恵庭ビル5階 https://www.ccs1981.jp/

中央コンピューターサービス㈱ 
恵庭ビジネスデザインセンター

自治体の『ふるさと納税』に係る業務
をサポートするお仕事です！
皆様のお力で地域を全力サポート!!

業務拡大により
スタッフ
増員募集!!

長期または短期選べます

専門知識は不要です!!
未経験者歓迎!!

恵庭 契 一般事務業務

(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）
時　間▶ ①【商業施設エリア内ごみ回収等】 

　7:30～16:30、12:00～21:00 ※実働7.5h 
②【商業施設エリア内トイレ清掃】 
　8:30～17:30、11:00～20:00、 
　11:30～20:30 ※実働7.5h 
③【スーパーラウンジの清掃】 
　14:00～19:00 ※実働4h 
④【フードコート内の清掃】 
　14:00～20:30 ※実働5.5h 
⑤【商業施設エリア内のトイレ清掃】 
　19:00～22:00 ※実働3h 
⑥【商業施設エリア共用部清掃】 
　21:00～翌1:00 ※実働4h 
※いずれも休憩1h、残業なし

給　与▶ ①②③④⑥/時給920円 ⑤/時給1,000円 
※22時以降深夜割増有 ※試用期間/時給920円

休　日▶シフト制 ※応相談
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、交通費規定支給、喫煙スペース有

新千歳空港 日常清掃スタッフ募集

③④⑤  
急募

1,000時給
920～ 円

千歳 パ 清掃


