
2023 年 1 月 20 日（金）ちゃんと 14

時　間▶�6:30〜20:00の間で早番・遅番有（実働8h）�
※休憩2h、残業有

勤　務▶シフト制
給　与▶�基本給174,000円 ※他、無事故手当10,000円、

深夜手当200～1,500円、時間外15,800～45,000円、
その他手当11,500～42,000円 

〈月収例〉 ※月22～24日勤務 
エコバス/242,000～264,000円 
貸切大型バス/260,000～288,000円

女性も活躍できる♪

仕　事▶�エコバス/市内循環バスの運転業務�
貸切バス/マイクロバス・大型バスの運転業務

資　格▶�エコバス/大型二種　　貸切バス/中型二種以上

〈正社員〉 配車係および事務補助

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/金田一0123-33-62710123-33-6271

期　間▶�雇用期間の定めなし（65歳から1年毎の更新制）
待　遇▶�社保完備、試用期間3ヶ月有、喫煙所有

《全体共通項目》

《バス乗務員共通項目》

仕　事▶�タクシーの配車係および事務
時　間▶�7:30〜19:00（実働8h）��

※繁忙期に1日1h程度の残業の場合有
勤　務▶�週5日程度�※シフト制
給　与▶基本給165,474円

〈正社員〉 エコバス・貸切バス乗務員
恵庭 正エコバス・貸切バス乗務員、事務補助

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�
③【大空ミュージアム・スーパーラウンジ内清掃】�
　19:30〜22:30　※実働3h�
※残業なし�※いずれも応相談

給　与▶�①②時給920円 ③時給1,000円 
※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
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

新千歳空港新千歳空港
清掃スタッフ清掃スタッフ
募集！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

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▶�受付、洗車、送迎、�

車両管理、入力業務、他
資　格▶�要普通免許（AT限定OK）
給　与▶ 月185,000円～ 

※試用期間1～6ヶ月/時給970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、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

正社員正社員
募集!!募集!!

千歳 正 レンタカー業務

ニコニコレンタカーニコニコレンタカー
（株）プレデアス 千歳市東雲町5丁目7-3�

千歳東雲町店

★�車好きな方大歓迎 !!★�車好きな方大歓迎 !!

★�★�経験者歓迎経験者歓迎
★�未経験者歓迎★�未経験者歓迎 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

0120-357-337
080-5729-7602�（土・日曜、祝日）

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

★随時面接致します

【月〜金曜】9〜18時

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

◆野菜の選別（恵庭市島松）
期　間▶3月〜10月末
給　与▶時給950円
時　間▶�8:30〜17:00�

※状況により残業の場合有
休　日▶シフト制
待　遇▶�残業手当有、交通費規定支給、�

車通勤可（無料駐車場有）、�
受動喫煙対策有

大歓迎大歓迎!!!!
時給
950円!

未経験未経験 シニアシニア
の方の方

主婦（夫）主婦（夫）
さんさん

恵庭 派 野菜の選別

期　間▶雇用期間の定めなし
資　格▶�介護福祉士（実務経験5年以上）
給　与▶�月給174,000円～ 

※月収例196,140円/夜勤5回の場合、 
　資格手当5,000円(資格・経験による）含む

仕　事▶�入居者様の介護・生活介助・生活部門の整理等
時　間▶�日勤/7:00〜19:00（実働8h、休憩1h）�

夜勤/�17:30〜翌9:30（実働14h、休憩2h）��
※月5回程度

休　日▶�週休2日制　※年間休日120日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

有給休暇有、退職金制度（共済会有）、�
賞与年2回（3.4ヶ月分)

勤務先▶�特別養護老人ホーム�暢寿園（千歳市富丘2丁目7-5）

応募
社会福祉法人
千歳福祉会

〒066-0066
千歳市大和4丁目2-1

採用担当/中尾�
（受付/9:30〜17:30）

扶養・住宅・扶養・住宅・
寒冷地手当寒冷地手当

支給支給

◆ 正職員

詳細は 
HPをご覧 
ください！

  0123-49-68050123-49-6805

介護職員急募
準職員・パート職員も 
募集しております。 

ライフスタイルにあった 
仕事ができるか、是非 

お気軽にお問合せください。

 （偶数月毎支給）
処遇改善手当 78,000〜98,000円

千歳 正 介護職員
期　間▶長期（1年毎に更新）
仕　事▶免税店等でのレジ接客及び品出し業務
時　間▶�7:30〜20:00の間で実働5〜7h�

※国際線のフライト状況により変動有
給　与▶時給1,150円
勤　務▶�週3〜5日�

※シフト制、日数・曜日応相談
資　格▶年齢・学歴・経験不問
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、制服等貸

与、賞与年2回、空港内喫煙室有
勤務先▶新千歳空港国際線及び国内線店舗

千歳市美々987番地22北海道空港 株式会社担当
影山

まずはお気軽に
お電話ください。 0123-46-5118

★勤務表は月毎に作成

★�語学堪能な方や海外のお客様への接客
経験がある方優遇!!

免税店スタッフ募集!!免税店スタッフ募集!!

国際色あふれる免税店で一緒に国際色あふれる免税店で一緒に
働いてみませんか？働いてみませんか？

千歳 パ 店内業務

お仕事説明会
参加ください

予約不要
持
ち
物

・黒ボールペン 
・写真付き履歴書

千歳ベースで日中開催の説明会には、 
千歳駅裏（スノーショップ駐車場前）から
の送迎バスをご利用いただけます。
10時開催→9:12発　14時開催→13:12発

各回とも開始時間の5分前
までに会場へお越しください。

千歳ベース

恵庭市民会館

千歳市泉沢1007-206ヤマト運輸株式会社 千 歳ベース 0123-48-3812 担当/
越川・大沼

空いた時間でお小遣い稼ぎしませんか!
★土日に勤務すると…特別手当500円/日支給
★便利な送迎バスも運行中！ ※エリアはお問い合わせください

5:00〜8:00
19:30〜23:00（千歳・恵庭送迎有）
19:30〜翌4:00（千歳・恵庭・苫小牧送迎、休憩有）
23:00〜翌4:00（千歳・恵庭・苫小牧送迎、休憩有）
23:00〜翌8:00（休憩有）

16:00〜19:00（千歳市内送迎有）
16:00〜23:00（千歳市内送迎、休憩有）
20:00〜翌1:00
21:00〜翌1:00
21:00〜翌4:00（休憩有）時

　
間

時 

給

時 

給

1,100円
22：00

～
翌5：00 1,375円

1,050円
22：00

～
翌5：00 1,313円

パートスタッフ募集！！
応募の方はまずはお電話ください

◆マイクロバス運転手（パート）
期　間▶3ヶ月毎の更新（長期勤務可）
資　格▶�要大型免許
給　与▶ 時給1,100円　※22時以降深夜割増有
時　間▶�16:30〜23:00、21:00〜翌5:00�

※休憩1h、残業なし
勤　務▶�週5日
待　遇▶��社保完備、施設内禁煙（屋外に喫煙スペース有）

◆宅急便仕分けスタッフ（パート）
期　間▶3ヶ月毎の更新（長期勤務可）
給　与▶ 時給1,150円　※22時以降深夜割増有 

※試用期間3ヶ月/時給1,100円
時　間▶�①5:00〜8:00　②10:00〜18:00�

③19:30〜23:00　④19:30〜翌3:00��
⑤23:00〜翌4:00�
※①③休憩なし、②④⑤休憩1h　※残業なし

勤　務▶�週5日
待　遇▶��社保完備、制服貸与、施設内禁煙（屋外に喫煙スペース有）

◆宅急便仕分けスタッフ（アルバイト）
期　間▶2〜3月の2ヶ月間　※単月可
時　間▶右記参照　※残業0〜30分/1日
給　与▶ 右記参照　※22時以降深夜割増有
勤　務▶�週3〜5日　※応相談
待　遇▶��ヘルメット・安全靴貸与、送迎バ

ス有、車通勤可（時間外の場合交
通費規定支給有）、施設内禁煙
（屋外に喫煙スペース有）

2月･3月の2月･3月の2ヶ月2ヶ月
2月2月単月もOK単月もOK
学生・主婦（夫）・学生・主婦（夫）・
フリーターフリーター大歓迎！大歓迎！

※�今回の募集は、高校生の方は対象外です。ご了承ください。

ヤマト運輸 スタッフヤマト運輸 スタッフ募集募集 ! !! !
❶10:00〜  ❷14:00〜  ❸19:00〜

・22日1/ 土21
・22日1/ 土21

❶16:00〜  ❷18:00〜

千歳 ア パ 宅急便等仕分け作業パ 送迎ドライバー

期　間▶�雇用期間の定めなし�※試用期間3ヶ月有
資　格▶�看護師・准看護師免許、�

定年の為59歳まで（省令1号）、�
再雇用にて65歳まで可

仕　事▶看護業務全般
給　与▶�時給1,300～1,500円 

※経験考慮致します。
時　間▶�①8:30〜12:00（実働3.5h）�

②13:30〜17:30（実働4h）�
※シフト、応相談

勤　務▶�週3〜5日、土曜2回/月有�※勤務日数、応相談
休　日▶�週休2日制、日・祝日、お盆、年末年始　�

※6ヶ月勤務後より有給休暇5日
待　遇▶�労災保険、交通費実費支給（上限15,000

円）、昇給有、制服貸与、車通勤可、無料駐車
場有、室内禁煙

小児科のパート看護師募集！小児科のパート看護師募集！

扶養範囲内OK 募集1名扶養範囲内OK 募集1名

〒066-0038�
千歳市信濃
2丁目2番1号

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をご郵送ください。

0123-40-8001

くみたこどもクリニック

担当/事務長

医療法人社団

千歳 パ 看護


