
2023 年 1 月 13 日（金） ちゃんと11

期　間▶長期
仕　事▶�商品の品出し、陳列、�

在庫置き場の整理整頓
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

札幌市中央区南13条西11丁目2-32㈱ラルズ
[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

26-6660
千歳市日の出1丁目1-66

千歳店

応募

Web応募
はコチラ

給　与▶�［一般］時給923円 ［学生］時給920円
時　間▶�17:00～21:00�

※残業なし�※休憩なし
勤　務▶週4日程度

39-7777応募

島松店
恵庭市島松旭町1丁目1-1 Web応募

はコチラ

〈共通項目〉

Web応募
はコチラ

恵庭店

33-1122
恵庭市本町210

応募
給　与▶�［一般］ ①時給923円 ②時給920円  
　　　　［学生］時給920円
時　間▶�①8:00～12:00（1名）�②13:00～17:00（1名）�

※残業なし�※休憩なし
勤　務▶�①週4～5日程度�②週3～4日程度

給　与▶�［一般］時給921円 ［学生］時給920円
時　間▶�①17:00～21:00（2名）�②9:00～13:00（1名）�

※残業なし�※休憩なし������勤　務▶②週4～5日程度

1名募集1名募集

の募集ですの募集です品出し品出しスタッフスタッフ
千歳・恵庭 ア パ 品出し

一般社団法人 千歳観光連盟
〒066-0019　千歳市流通3丁目4-1

電話連絡の上、写真付き履歴書をご郵送またはお持ちください。

25-8900 担当/斉藤・佐藤
受付/9～17時

◆フルタイムパート
時　間▶�9:30～18:15�実働8h�※シフト制�

※休憩45分�残業/月1～3h程度
給　与▶時給920円 ※月給147,200円
◆パート
時　間▶�9:30～18:15の間で実働6～8h�

※6h以上勤務/休憩30分、8h以上勤務/休憩45分�
※残業/月1～3h程度�※シフト制（応相談）

給　与▶�時給920円
《共通項目》�
期　間▶6ヶ月ごとの更新制�※会社・本人合意のもと
仕　事▶�千歳駅観光案内所での国内外観光案内業務補助、�

商品販売他
資　格▶外国語ができれば尚よし、PC操作可能な方
休　日▶�週2日～�※シフト制
待　遇▶�交通費規定支給、勤務時間等により社会保険完備、�

車通勤不可、館内分煙（喫煙スペース有）
勤務先▶�千歳駅観光案内所�（千歳市千代田町7-1789-3）

観光振興で観光振興で
地域を元気にするお仕事地域を元気にするお仕事です!!です!!

勤務先／千歳駅観光案内所勤務先／千歳駅観光案内所

千歳 パ 観光案内業務補助

北海道純馬油本舗（株）
〒066-0056�千歳市白樺2丁目5-12

0123-48-4711

期　間▶即日～3月末頃
仕　事▶基礎化粧品の製造補助、包装等
給　与▶時給920円
時　間▶�①9:00～13:30/週4日�

②9:00～12:00/週5日�
※残業なし　※時間・日数応相談

休　日▶土日祝
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、�

施設内禁煙
応　募▶まずはお電話ください。

短期スタッフ募集!
千歳 期 製造補助、包装等

期　間▶長期�
仕　事▶�【ホール】お客様への案内、オーダー取り、�

配膳等�
【キッチン】お肉の簡単な盛付等

資　格▶未経験者大歓迎
給　与▶�一般/時給980円 

高校生/時給930円 
※22時以降深夜割増有

時　間▶�9:00～23:00の間で3h～OK　�
※残業なし

勤　務▶週2日～　※応相談
待　遇▶�【制服代】夏1,200円　冬1,300円（初回天

引き)、食事補助有、交通費規定支給、車通勤
可、受動喫煙対策有、正社員登用有 恵庭市和光町1-1 -33

七輪焼肉安安
0123-21-8529

担当/松本

恵庭店

アルバイト・パートスタッフ募集！アルバイト・パートスタッフ募集！

まずはお気軽にお電話ください。

� 学生
フリーター�
主婦（夫）

みんな大歓迎！

Wワーク
 OK！

恵庭 ア パ ホール、キッチン

オーガニックヘアカラー専門店
千歳店
恵庭店nonnononno

期　間▶雇用期間の定めなし
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�

※8h以上勤務で休憩1h

※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。

カラーリストカラーリスト2店舗同時募集！2店舗同時募集！

まずはお気軽に
お電話ください。

★ブランクある方も歓迎!★ブランクある方も歓迎!★扶養内勤務可★扶養内勤務可 ★日･祝はお休み！★日･祝はお休み！

0123-25-5230

千歳・恵庭 パ カラーリスト

恵庭市恵央町19-10
千歳市信濃4丁目11-4

15:30で受付終了なので、
家庭との両立もしやすい！

勤　務▶�週2日～OK!�※応相談��
※日曜、祝日は定休日

勤務先▶�nonno千歳店/千歳市信濃4丁目11-4�
nonno恵庭店/恵庭市恵央町19-10

待　遇▶�交通費規定支給、店内禁煙

レンタカー・ガソリンスタンド業界の経験者歓迎!

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/

正社員正社員
募集!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970〜1,200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

★ シフトは ★ シフトは 
自由に決められる！自由に決められる！

早番・遅番勤務できる方

1,2001,200円円時給時給

千歳 ア パ レンタカー業務

★ 子育て中のママさん ★ 子育て中のママさん 
フリーターさん大歓迎！フリーターさん大歓迎！

扶養内勤務 OK！

まずはお電話ください！

介護・看護職員募集！介護・看護職員募集！

中・重度化予防中・重度化予防
デイサービスデイサービス

◆看護職員（パート）
期　間▶1年毎の更新�※長期
仕　事▶�利用者様のバイタルチェック、健康管理・指導、

服薬管理等の看護業務
資　格▶看護師免許、ブランクOK
給　与▶�准看護師/時給1,300〜1,500円 

看護師/時給1,400〜1,500円
時　間▶�8:30～16:00実働5h、シフト制�※残業なし
勤　務▶週3日～OK

◆介護職員（正社員）
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶�利用者様の送迎、食事・入浴介助、運動のサポー

ト、レクリエーションの支援、昼食の調理等
資　格▶�要普通自動車免許、介護系の資格がなくても

応募可、介護福祉士、初任者研修・実務者研修
あれば尚可

給　与▶�月給190,000〜270,000円 
※能力・経験による ※処遇改善手当含む

時　間▶�8:30～17:30�実働8h、シフト制�
※休憩1h�残業月平均10h以下

休　日▶週休2日、年末年始（12/31～1/3）
《共通項目》
勤務先▶�ゆあみ茶屋千歳富士（千歳市富士3丁目1-10）、�

ゆあみ茶屋千歳大和（千歳市大和2丁目2-8）、�
ゆあみ茶屋恵庭（恵庭市黄金北４丁目4-2）

待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服
貸与、昇給年1回、有給休暇、受動喫煙の対策有

まずは見学に来ませんか？
見学後の応募でOK！
無資格・未経験者も応募可
勤務開始日ご相談ください

★�勤務先のご希望�
うかがいます♪
0120-838-700 担当/上田・安藤

株式会社 3eee札幌市中央区北4条西6丁目1-3�北4条ビル�3F

千歳・恵庭 正 介護職員 パ 看護職員

定年退職後の方や
シニア層の方も
歓迎!!

あれこれ迷っているならあれこれ迷っているなら
うちに来ませんか?うちに来ませんか?

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶��新千歳空港関係者専用ゲートにて、�

入出場者の確認業務。通行証の確認や、�
出入者に対してのセキュリティ管理が�
主なお仕事です。

資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶��時給1,000円 

 ※法定研修20h有/18,400円支給
時　間▶�6:30～21:30の間で実働5～8h�

※休憩1h（勤務時間による）　※残業なし�
※1年単位の変形労働時間制での勤務シフト

休　日▶週休2日、シフト制　※年間休日105日�
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、�

国家資格取得制度有（警備員業務検定/費用当社
負担）、喫煙スペース有

勤務先▶�千歳市平和/新千歳空港国際貨物ターミナル

〒004-0877�札幌市清田区平岡7条3丁目8-22�
平 清 警 備 株 式 会 社

011-885-4141担当/
山田

まずはお電話のうえ、
写真付履歴書をお持ちください。

面接場所:千歳市内

応
募

30,000円支給!

入社祝い金
入社3ヶ月後

未経験者歓迎
資格取得制度有

千歳 契 施設警備員

期　間▶即日～1月末まで�※延長可
時　間▶�昼勤/9:00～18:00（休憩1h）、14:00～18:00�

夜勤/19:00～翌4:00（休憩1h）�
※生産量に応じ、2h程度の残業の可能性有

資　格▶�未経験者歓迎�※食品衛生上マニキュア・付け爪・ひげは
禁止、貴金属類の着用不可

給　与▶�昼勤/時給940円 夜勤/時給1,010円 
※22〜翌5時は深夜時給1,262円 
★月末月初手当あり！ 

（実働6h以上の方が対象。合計6日間、最大6,000円） 
毎月末3日間と毎月初めの3日間は、 
1日出勤ごとに1,000円支給

待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場完備）、勤務日に
パンのお土産有、当社製品社内販売有、格安食堂完備（パ
ン食は無料）、制服貸与、近郊エリア無料送迎バス有、受
動喫煙対策

山崎製パン㈱札幌工場 恵庭市恵南10-1

まずは、お気軽にお電話ください。

★JRサッポロビール園駅より徒歩15分
 0123-34-1128《受付》9～18時

人事採用担当まで

JR恵庭駅から
無料送迎有！！ パン食無料！！

2月以降も
勤務OK！！

期間中
1日〜OK！！

フリーシフト制

主婦（夫）・学生・フリーター

年齢・性別問わず�

幅広く活躍中!!
�安心・安定の環境で一緒に頑張りましょう！

恵庭 ア パン・和洋菓子・弁当等の製造補助、仕分け

こんなこんな
資格資格

あった
んだ！

あった
んだ！

知って知って
トクトクす

るする

聴く事を中心に高齢者とのコミュニケーション能力
を得て､心のケアをする資格。
傾聴とは､耳と目と心でしっかりと聴き､相手の心に
寄り添うことです。
不安やストレスを和
らげることができる
ため､介護や医療の現
場で活躍できます。
また､普段の生活でも
役立つので､コミュニ
ケーションに苦手意
識がある方にもオス
スメです。

高齢者傾聴
スペシャリスト

話を聴き、話を聴き、
心のケア！心のケア！

期　間▶１年ごとの更新有
仕　事▶�お土産店のレジ、品出し、その他販売業務全般
給　与▶�時給960〜1,000円 

（時短勤務は時給930円）
時　間▶�7:40～15:56�

9:00～17:16�
12:00～20:16��
※シフト制�※休憩1h、残業なし

休　日▶�4週6休（月6～7日）
待　遇▶�各社保完備、交通費全額支給、�

制服貸与、社員登用有、受動喫煙対策有
勤務先▶新千歳空港ターミナルビル2F

 011-811-7890担当/�柄澤(カラサワ）・飯塚
札幌市白石区東札幌
1条1丁目1-8

長期で安定した収入を得たい方歓迎
人と接することが好きな方、まずはお気軽にお電話ください！

千歳 契 販売スタッフ

勤務時間勤務時間
応相談応相談

未経験未経験
歓迎歓迎

保保育育士士募募集集
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶保育業務、他
資　格▶�保育士資格��

※未経験者、ブランクのある方も歓迎
給　与▶時給1,200円〜
時　間▶�8:00～21:00の間で実働5～8h�

※相談OK�※残業なし�
※遅番勤務可能な方歓迎、入り時間応相談

勤　務▶週3～5日�※応相談、土日勤務できる方歓迎
待　遇▶�社保完備（時間による)、交通費実費支給

（上限15,000円）、車通勤可、昇給有、
受動喫煙の対策有

千歳市柏台南1丁目2-1�千歳アウトレットモール･レラ内�区画1260

まずはお気軽に
お電話ください。 29-6650

ぷらす保育園 ちとせRera園企業主導型
保育園

《受付》8～17時

★�扶養内勤務・フルタイム�
働き方ご相談ください

★遅番勤務できる方歓迎

千歳アウトレット千歳アウトレット
モール・レラ内モール・レラ内にに
ある保育園です♪ある保育園です♪

千歳 ア パ 保育士


