
2023年1月27日（金）ちゃんと 14

期　間▶1年毎の更新制　※長期
時　間▶ 8:00～13:00、13:00～17:00
給　与▶ 時給920円
勤　務▶ 週2～6日　※応相談
待　遇▶  制服貸与、車通勤可、社保・雇保完備、 

正社員登用の途有、店内禁煙、 
福利厚生制度有 
（飲食店・カラオケ店等の特別割引優遇）
まずはお気軽にお電話ください。

担当/井上応募 26-2096
セブンイレブン千歳北栄店
㈱いのうえ 千歳市北栄2丁目24-5

学生さんから主婦（夫）さんまで

幅広く募集中！

千歳 ア パ 店内業務全般

Web応募はコチラ
仕　事▶製造
期　間▶2月3日（金）のみ
給　与▶ ［一般・学生］ 

時給1,100円
時　間▶ 7:00～12:00 

※残業・休憩なし
待　遇▶ 制服付与、車通勤可、 

施設内禁煙

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32

[応募］希望の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

恵庭店
恵庭市本町210 33-1122

応募

恵方巻きアルバイト！
時給1,100円！

恵庭 ア パ 製造

2/3
のみ

期　間▶6ヶ月毎の更新制
仕　事▶院内の日常清掃
給　与▶ 時給920円
時　間▶ ①7:00～16:00 ※実働7h、休憩2h　 

②7:00～11:00 ※実働3.5h、休憩0.5h 
※①②シフト制

勤　務▶ 週2～4日 ※希望日数応相談 
★日曜日はお休みです。

待　遇▶ 労災保険、雇用・社保完備（法定通り）、 
交通費規定支給、制服貸与、敷地内禁煙

勤務先▶千歳市東雲町1丁目11番

株式
会社

清掃スタッフ募集!!
未経験者もシニアも歓迎♪

まずはお電話ください。面接は千歳で行います。

札幌市中央区南1条
西7丁目12 都市ビル2F 

平日9～18時
担当/小松011-271-5038応募

北光管理サービス

千歳 パ 日常清掃スタッフ

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970～1,200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 
自由に決められる！

早番・遅番勤務できる方

1,200円時給

千歳 ア パ レンタカー業務

★ 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！

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
募集!!

千歳 正 レンタカー業務

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 !!

★ 経験者歓迎
★ 未経験者歓迎

期　間▶１年毎の更新制
仕　事▶ 新千歳空港内の巡回、他業務
資　格▶ 普通(中型)免許、車通勤できる方
給　与▶ 月給160,000円～ ※深夜割増含む 

※資格手当有/10,000円迄
時　間▶ 日勤/7:30～16:30 ※休憩1h 

夜勤/16:30～翌7:30 ※休憩2.5h 
（シフト交替制、状況により残業の場合有）

休　日▶ 月7～9日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、制服貸与、 

正社員登用制度有、喫煙所有、資格取得制度有

空港施設
警備員 募

集

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。

正社員 
登用有

千歳 契 空港施設警備員

パーラー恵み野

まずはお気軽にお電話ください。 
面接には写真付履歴書をお持ちください。

 0123-36-4114
恵庭市恵み野西1丁目4番
受付/平日9～17時

◆ 駐車場スタッフ/北広島市
仕　事▶ 駐車場のゴミ拾い・分別等、その他、 

店内床のモップ拭き
給　与▶時給920円
時　間▶ 7:30～11:00 

※休憩15分、基本残業なし
勤　務▶週3日程度

《共通項目》
期　間▶雇用期間の定めなし
資　格▶ 未経験者歓迎
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、車通勤可、 

受動喫煙対策なし
勤務先▶ 恵庭市恵み野西1丁目4 

北広島市中央3丁目6-1

仕　事▶ アミューズメント施設内の厨房にて、 
簡単な調理業務

給　与▶時給960円
時　間▶ 9:00～15:00の間で3～5h程度 

※休憩15～30分、基本残業なし
勤　務▶週2～4日

◆ 厨房スタッフ/恵庭市

スタッフ募集!駐車場 厨房 時間
応相談

恵庭・北広島 パ 清掃、厨房

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!!

国際色あふれる免税店で一緒に
働いてみませんか？

千歳 パ 店内業務

【共通項目】
期　間▶4月中旬頃～11月中旬頃まで
勤　務▶ シフト制 ※要相談、平日月曜休み 

★土・日曜、祝日のみの勤務もOK!
待　遇▶  健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金保険加入、交

通費規定支給、職種により制服貸与、従食割引有、研
修期間有、受動喫煙対策有

趣味も仕事もゴルフで充実!!
★仕事終わりにプレーできます!

★扶養内勤務OK!
学生さんも歓迎!!
★土日祝のみのアルバイトもOK!!

★ 子育て中の方も歓迎! 
時間応相談!

アロハリゾート
旧アロハカントリークラブ

60代の方も活躍中！ 性別・年齢不問

ゴルフ場スタッフ募集

〒059-1513 勇払郡安平町早来緑丘168-1
 アロハリゾート採用係宛
［お問合せ］ 0145-23-2236

資　格▶ ①調理師免許、経験者優遇 
②③未経験者歓迎、経験者優遇

時　間▶6:00～18:00（実働8h以内）
給　与▶ ①月23万円～ ※残業/月10h 

②③契/日給7,500円～　ア/時給920円～  
※残業/月0～5h

給　与▶ 日給7,500円～
時　間▶ 6:00～18:00（実働7.5h）  

※変動有 ※残業/月0～5h

◆コース管理【契約社員】

◆①調理師（サブチーフ）【契約社員】
◆②調理補助【契約社員/アルバイト】
◆③ホールスタッフ【契約社員/アルバイト】

給　与▶ 日給7,500円～
時　間▶ 平日/7:00～16:00の間で実働8h ※残業/月0～5h 

土日/6:00～17:00の間で実働8h ※残業/月0～5h

◆ポーター【契約社員/アルバイト】

給　与▶ 契/日給7,500円～ 
ア/給与920円～

時　間▶6:00～18:00の（実働6～8h） ※残業/月0～5h

◆フロント・スタート【契約社員/アルバイト】

【応募】写真付き履歴書をご郵送ください。

安平 契 ア 調理、調理補助、ホールスタッフ、コース管理、フロント・スタート、ポーター

担当/中野0123-39-2133
〒061-1433 恵庭市北柏木町5丁目3-1

履歴書（写真貼付）を下記担当者宛に
郵送いただくか、直接お電話ください。応募

女性が活躍している職場です!!

株式会社 恵庭商品物流センター

期　間▶ 3ヶ月の試用期間後～翌2月末迄  
※その後1年毎の契約更新

仕　事▶商品の仕分けや各店舗への発送準備作業
給　与▶ 一般商品仕分け担当/時給945円 

重量物含む商品仕分け担当/時給1,085円
時　間▶ ①9:00～15:00 ②9:00～15:30  

③9:00～16:30 ④⑤9:00～17:00  
⑥10:00～16:00 ⑦12:00～17:00  
⑧13:00～17:00  
※6h以上勤務の場合、休憩1h 
※作業量により残業の可能性有（可能な方にのみお
願いしています）

勤　務▶ ①⑥⑦週4日 ②⑧週4日以上 
③週3日 ④月、木 ⑤週3日以上 
※ 勤務条件により、扶養内勤務または社会保険適用
となります。

休　日▶土・日、その他曜日は応相談
資　格▶ 祝日勤務可能な方、60歳未満の方（定年60歳の

為）、学生不可
待　遇▶ 勤務時間により社会保険適用、有給休暇有（6ヶ月

勤務後付与)、交通費規定支給（月額上限15,000
円）、制服貸与、車通勤可、センター内全面禁煙

長期可能な方歓迎!

★社会保険適用可★扶養内OK!!
★70歳までの再雇用制度有

恵庭 ア パ 商品仕分け担当

道内最大のネットワーク 北交ハイヤー
千歳市信濃1丁目8番14号
 23-4145応募 ［担当］渡辺・松口

期　間▶正/雇用期間の定め無し　嘱/1年毎の更新制
資　格▶ 要普免（運転経験1年以上）　★AT限定可 

※ 運転経験1年以上、3年以下の方は受験資格特例
教習受講者に限る。

時　間▶ ［朝］①5:00～14:30　②7:30～17:00 
［夕・夜］①17:00～翌2:30　②20:00～翌5:30 
※［朝］［夕・夜］選択制 
※いずれも実働6.5h、休憩3h 
※昼勤、夜勤、隔日勤（応相談）

勤　務▶ 4勤務→公休→4勤務→公休→3勤務→公休の繰り返し
給　与▶ 歩合制 

例： 正社員/月182,962円 （昼勤、25日出勤の場合） 
嘱託/月172,200円　 （昼勤、25日出勤の場合）

待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、燃料手当、無事故手当、 
有給休暇、慶弔休暇、育児・介護休暇、二種免許取得
養成制度有、屋外に喫煙スペース有

未経験者
OK!! 

入社支度金制度

※規定有

10~30 利用可!万
円

賃金保証制度 月25 支給!6ヶ月間 万
円

千歳 正 嘱 タクシードライバー

二種免許取得は、 
当社でバックアップ♪
ドライバーデビュー
しませんか？

石田花園 恵庭市中央206
0123-33-2696

まずはお気軽にお電話ください。　担当/石田

期　間▶ 2月中旬頃～6月中旬頃まで 
※延長の場合有

仕　事▶ ハウスの中で花苗・野菜苗を 
植え込みし出荷する作業

資　格▶公共交通機関が無い為、車通勤出来る方歓迎
時　間▶ 8:30～17:00の間で実働3h～ 

例/8:30～17:00、 
　 8:30～15:00、9:00～12:00

給　与▶ 時給920円～
勤　務▶週3日～応相談 ※平日のみ可
休　日▶週1日～　※応相談
待　遇▶労災保険、受動喫煙対策有

 初めての方歓迎！！
恵庭 パ 花苗生産スタッフ

まずはお電話またはメールでご連絡ください。
面接時は履歴書をお持ちください。

有給休暇を
取得しやすい

品種改良などの研究が目的の農場です。農業振興に役立つオシゴト、してみませんか？

勤務先▶ ホクレン恵庭馬鈴しょ育種農場(恵庭市下島松829番地)
仕　事▶ 大型農業機械の操作及び試験農場の管理作業、 

その他、環境整備などの農場管理に関する作業
資　格▶ 要普通免許、大型特殊免許保持者歓迎、 

車通勤可能な方
給　与▶時給1,240円

〒069-1316
夕張郡長沼町東9線南2番地ホクレン農業協同組合連合会

収入安定
天候による休業がなく、
収入が安定します。

≪JR千歳駅から車で30分前後≫ 札幌・北広島・岩見沢・南幌等、幅広い地域のスタッフが活躍中！

勤務先▶ ホクレン長沼研究農場 （ハイジ牧場向かい）、または 
ホクレン恵庭馬鈴しょ育種農場(恵庭市下島松829番地)

仕　事▶ 農作業全般の補助 
（種まき、草とり、苗定植、収穫作業、収穫物調査等）

資　格▶ 未経験者歓迎、要普免、車通勤可能な方
給　与▶時給930円

期　間▶ 令和5年4月1日～11月30日（8ヶ月間） 
※勤務開始日は応相談

時　間▶  9:00～17:00（実働7h）  
※休憩1h、状況により残業の可能性有

休　日▶ 土・日曜、祝日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、有給休暇有（規定有）

《共通項目》

①農作業補助スタッフ

②農業機械オペレーター

0123-88-1990
受付/平日9:00～17:00
担当/小池・山本①の応募は

長沼研究農場

0123-36-3356
②の応募は 受付/平日9:00～17:00

担当/福田・三上

土日祝は
お休み

恵庭・その他 ア パ 農作業補助、農業機械オペレーター




