
2022年11月18日（金） ちゃんと11

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～ 

※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、屋外喫煙所有

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、洗車等お手伝い 

※ 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～1,200円
時　間▶ 7:30～19:00の間で 

早番・中番・遅番シフト制 
※早番のみ、遅番のみもOK！ 
　1日4h程度の短時間も可  
※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

★ 子育て中のママさん 
フリーターさん大歓迎！
★扶養内勤務OK！
★ シフトは 
自由に決められる！

早番・遅番勤務できる方
千歳 ア パ レンタカー業務

1,200 円時
給

千歳市ホテル2棟同時募集

期　間▶即日～翌3月31日　※更新有
仕　事▶ 客室清掃 

（清掃、片付け、シーツ剥ぎ、ゴミ回収など）
時　間▶ 9:00～15:00　※残業なし 

（1日3h～お好きな時間で勤務可能）
給　与▶時給1,000円
勤　務▶週2日～OK
待　遇▶ 社保完備（勤務による）、制服貸与、 

有給休暇、受動喫煙対策有

客室清掃

札幌市中央区北2条西2丁目26番地　道特会館5F
C-TEC株式会社

〈勤務先〉

面接は現地で行います。

JRINN千歳❶ JR千歳駅のすぐとなり！
千歳市末広6丁目

❷ベストウェスタンプラス
ホテルフィーノ千歳

千歳市千代田町3丁目13
JR千歳駅から徒歩5分！

扶養内勤務OK!

即面接･即勤務OK!

年齢･性別不問！

高校生もご応募ください!

スタッフ募集!!

 0120-278-088

時
給 1,000円!!

簡単なお仕事から
スタートします

OK!

千歳 ア パ 客室清掃

千歳 パ 清掃

お電話のうえ、履歴書をお持ちください。

23-2010 受付/9時～16時

健康で体力に自信のある方!
定年まで長期で働ける方! 大歓迎!

アルバイト・パート

契約社員
期　間▶雇用期間の定めなし、自動延長します
仕　事▶ 炊飯業務及び配送（5tトラック使用）
資　格▶普通免許
時　間▶6:00～16:00（実働8h、休憩2ｈ）　※残業月/10h
給　与▶ 月給170,000円 

＋諸手当35,000円（定額） 
総支給/月205,000円

休　日▶月6～8日　※シフト制
待　遇▶ 各社保険完備、受動喫煙対策なし

期　間▶即日～長期
仕　事▶ 炊飯業務の手伝いと清掃等
時　間▶12:30～15:30（実働3h）　※残業なし
給　与▶ 時給920円～
勤　務▶週4日程度（応相談）
待　遇▶ 交通費別途5,000円支給

ほぼ、定時の16時で業務終了致します。

㈱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

千歳 契 ア パ 炊飯業務及び配送

期　間▶ 正/雇用期間の定めなし 
契・パ/3ヶ月毎の更新

仕　事▶ 新千歳空港での機体監視業務、 
旅客監視業務、貨物施設監視業務

給　与▶ 正・契/月給160,000円 
※諸手当、残業手当別途支給　 
パ/ 時給920円  

※試用期間3ヶ月/同条件
時　間▶ ①7:00～16:00(実働5.5h)　 

②8:00～21:00(実働10h)　 
③13:00～21:45(実働7h)　 
※シフト制 1ヶ月単位の変形労働時間制
※休憩有（時間による)　 
※残業月10～20h程度

★ 交通費最大10万円支給!!
★ 送迎バスは時間帯により 
千歳市内の指定場所から 
であれば利用可能

〒066-0009
北海道千歳市柏台南1-3-1 千歳アルカディア・プラザ2F

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は(株)セノン千歳支社で行います 0123-29-4865
株式会社セノン千歳支社

担当/渡邊・小池
受付時間/8:30～17:30

資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇、高校生不可
休　日▶月8日程度　 
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給(最大10万

円)、送迎有、制服貸与、賞与年2回、入社
後30時間（約4日)座学研修有、受動喫煙
対策有 

勤務先▶新千歳空港国内線

千歳 正 契 パ 警備

年齢幅広く活躍できます!!
千歳

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

ア ホールパ 洗い場兼調理補助

期　間▶雇用期間の定めなし
時　間▶ 17:30～22:00の間 ※18:00～も可 応相談 

※ 残業なし ※深夜割増有
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、休憩室禁煙

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1,250円
勤　務▶週3～5日程度

仕　事▶ 洗い場兼調理補助
資　格▶ 調理経験のある方優遇
給　与▶時給950円
勤　務▶週1～2日 募

集

ホールスタッフ
1,250円

時
給

洗い場兼調理補助

950円
時
給

◆ホールスタッフ

◆洗い場兼調理補助

共通項目

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

ローソン自衛隊東千歳駐屯地店 千歳市祝梅1016

22-2241※委細は面談にて

新型コロナウイルスの感染予防対策をしています。

期　間▶6ヶ月毎の更新（長期）
仕　事▶ 店内品出し、清掃、調理 

（レジはさわりません、調理は揚げ物のみ）
資　格▶ 車通勤可能な方、 

ダブルワーク・シニア歓迎、学生不可
時　間▶ 18:00～23:00 

※休憩なし、残業なし 
※状況により早上がりの可能性あり

給　与▶  時給920円
勤　務▶ 週3日～
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、社会保険有、敷地内禁煙
勤務先▶ 陸上自衛隊東千歳駐屯地内 

（千歳市祝梅1016）

◆東千歳駐屯地内店舗
Wワーク、シニアＯＫ!!

駐屯地内のローソン
で働こう!!

普段は入れない場所で、ちょっと働いてみませんか？

お待ちして 
おります♪

千歳 パ 店内業務

期　間▶長期（1年毎の更新制）
仕　事▶新千歳空港内 日常清掃
時　間▶ ①【スーパーラウンジの清掃】 

　7:30～12:30、14:00～19:00の間で 
　2～3hからOK 
②【フードコート内の清掃】 
　14:00～20:30の間で2～3hからOK 
※残業なし ※いずれも応相談

給　与▶ 時給920円 ※試用期間/同条件
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
勤務先▶新千歳空港旅客ターミナル

(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

新千歳空港
清掃スタッフ
募集！

★ 現在空港にお勤め中の方など 
空き時間を利用しての勤務も可

WワークOK

千歳 パ 清掃

◆金属部品の製造補助

http://www.imp-link.co.jp/chitose/
㈱ヒューマンインプリンク 千歳支社

千歳市柏台南1丁目3-1
一般労働者派遣事業/派01-300271有料職業紹介事業/01-ユ-300107

0123-25-3221
土日も対応致します！ 

まずは電話、 
HP、二次元コードから 
お問合せください★彡

仕　事▶金属部品の原料投入、機械操作、清掃作業
期　間▶即日（応相談）～3ヶ月毎の更新予定
時　間▶ 8:00～17:00 

※実働7.5h、休憩1h、 ※残業なし
給　与▶ 時給1,050円
休　日▶日祝、土曜隔週（会社カレンダーによる）

仕　事▶加工食品の包装、検品、箱詰め 
期　間▶ 即日（応相談）～12月末日または 

3ヶ月毎の更新予定
時　間▶ ①9:00～13:30（実働4.5h） 

②13:30～18:00（実働4.5h）  
③18:00～22:00（実働4h）  
④22:00～翌3:00（実働5h）のいずれか選択可 
※残業1～2h程度

給　与▶ 時給1,030円（夜間/時給1,288円）
休　日▶水、日他（会社カレンダーによる）

《共通項目》 
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、受動喫煙対策有
勤務先▶恵庭市

◆ 食品製造ライン作業（年末までの短期相談可能）

『出張さがさぽ』inフレスポ恵み野
ハケンの窓口主催 ヒューマンインプリンク主催

出張さがさぽ
お仕事の 
無料相談承ります！

①11月18日（金）　14:00～18:00
②11月22日（火）　14:00～18:00
お仕事のご案内、就職・転職相談など、はたらく為の
アドバイスをご提供致します♪（履歴書・予約不要）

恵庭 派 食品及び金属部品の製造作業

お
買
い
物
の
合
間
に
♪

所要時間5分！
登録シートご記入いただいた方全員に

BOXティッシュ1箱プレゼント！
後日、お仕事のご案内が受けられます

履歴書( 写真貼付 )を郵送ください。追って面接日をお知らせします。

千歳市学校給食センター 千歳市流通3丁目1-11

栄養士募集

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社
千歳営業所

勤務先

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶ 給食調理全般、衛生管理、調理員へ

の衛生教育、衛生帳票管理、報告書
等の作成

資　格▶  管理栄養士、栄養士
給　与▶ 月給180,000円～
時　間▶ 7:30～16:30（実働8h、休憩1h） 

※ 状況によっては延長の可能性有
勤　務▶週5日　　休　日▶ 土・日・祝
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

駐車場有、敷地内禁煙、制服貸与

〒066-0028 千歳市花園5丁目7-3-103

★面接日・勤務開始日ご相談ください！

［担当］荒川070-4510-0065

千歳 契 栄養士

社会福祉法人追分あけぼの会 追分陽光苑
安平町追分青葉1丁目102番地

勤務先▶追分陽光苑　居宅介護支援事業所
仕　事▶ケアマネージャー業務
資　格▶ 介護支援専門員、要普通自動車免許、 

59歳以下(定年雇用止めの為)
給　与▶ 基本給162,000～242,400円 

※資格手当10,000円別途支給
時　間▶ 9:00～17:45　※休憩1h　時間外月平均5h

0145-25-2233 担当/小林、木村
まずはお気軽にお電話ください。委細面談。 

【共通項目】
期　間▶雇用期間の定めなし
休　日▶シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、無料

P有、昇給・賞与有、各種手当有、試用期間3ヶ
月、屋内禁煙

◆看護師

◆介護支援専門員　★社用車有

勤務先▶特別養護老人ホーム追分陽光苑
仕　事▶看護業務
資　格▶ 看護師もしくは准看護師、看護経験あれば尚

可、59歳以下(定年雇用止めの為)
給　与▶ 基本給180,400～242,400円 

※待機手当1回1,400円別途支給
時　間▶ 7:45～16:30、9:15～18:00 

※休憩1h、時間外月平均5h

安平 正 介護支援専門員、看護師


