
2023年3月24日（金）ちゃんと 14

千歳 契 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

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

急募 !! 土日祝勤務できる方

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

早番・遅番勤務できる方　シフトは自由に決められる！

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！

★ 急募 !!  
土日祝勤務できる方  

0123-22-1090
まずはお電話ください。後日面接を行います。

【平日/9～18時】　担当/スズキ

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶病院内での日常清掃
給　与▶時給950円
時　間▶ ①6:30～10:30　※実働4h 

②13:00～17:00  ※実働4h 
③17:30～20:00  ※実働2.5h 
※選択可　※状況により残業の場合有

勤　務▶週2日～
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、車通

勤可、制服貸与、有給休暇、敷地内禁煙
勤務先▶千歳市北光

〒066-0027 千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F

北海道東急ビルマネジメント(株)
千歳・苫小牧営業所

千歳 パ 清掃

清掃員さん
募
集

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。

仕　事▶ 製造業の生産管理部門での事務。 
※入力作業や事務など簡単な業務から 
　始めていただきます。 
　丁寧に指導しますのでご安心ください！

給　与▶ 時給940円
時　間▶ 8:30～17:30(実働8h)　※時間応相談 

※休憩1h、状況により残業の場合有
休　日▶ 土、日（会社カレンダーによる。　※年間休日124日） 

※年数回祝日出勤日有
勤　務▶ 週5日
資　格▶ 高卒以上、Excel・PowerPoint・word等の基本

操作が出来る方
期　間▶ 原則1年毎の更新
待　遇▶ 各社保完備、賞与有、交通費規定支給、制服貸

与、車通勤可（駐車場有）、敷地内禁煙

㈱京都セミコンダクター 恵庭事業所
〒061-1405　恵庭市戸磯385-31担当/阿部・金子34-3111

事務スタッフ募集!
事務経験のある方歓迎！

土日休み★

恵庭 パ 事務スタッフ
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 中型バスにて送迎、送迎が無い時間は配送や 

工場のお手伝いになります。
資　格▶ 大型免許保持者(バス運転経験者)、 

定年65歳 ※定年退職された方も歓迎
給　与▶ 月165,000円～ 
時　間▶ 8:00～17:30 (繁忙期残業有) 

※終業時間はシフトによって変更有、休憩1h 
例/8:00～9:00 
16:00～17:30はスタッフの送迎 
10:00～12:00配送係助手 
14:00～16:00セット作業

休　日▶ 週1～3日 ※シフト制、月毎に希望を優先した
形で作成しております。

待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、受動喫
煙対策有、残業代は別途支給

千歳支店

送迎バス運転兼配送係助手

募集中!!

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
委細面談にて決定致します。 

千歳
支店 0123-24-2126【受付】中尾 9～17時

千歳 契 送迎バス運転兼配送係助手

●決められたルートの送迎です♪
●大型バス運転経験者募集!

〒066-0077 
千歳市上長都1050番地1

仕　事▶ 花と野菜の直売所「サックルズファーム」での
店内業務（レジ打ち、商品の陳列、袋詰めなど）

時　間▶ 8:30～17:00の間で実働7h 
※休憩1h、残業ほぼなし

勤務先▶勇払郡安平町早来富岡210-20

仕　事▶ 鉢花や観葉植物、野菜の苗の手入れ・出荷
業務

時　間▶ 8:30～17:00の間で実働7h 
※休憩1h、残業ほぼなし

勤務先▶勇払郡安平町早来富岡210-20

勇払郡安平町早来富岡210-20
受付/平日9:00～17:30 
担当/笠井0145-26-2800

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

仕　事▶ 花と野菜の直売所にて店内業務（レジ・商品
陳列・袋詰め等）

時　間▶ ①早番10:00～18:00(実働7h) 
　遅番11:30～19:30(実働7h) 
②10:00～17:00(実働6h) 
※休憩1h、残業ほぼなし 
※現行は②ですが、今後①の時間へ移行予定

勤務先▶ 直売所サックルズファーム 
千歳ステーションプラザ店/ 
千歳市千代田町7丁目1789-３

スタッフ大募集!!
①花と野菜の直売所サックルズファーム

販売スタッフ

②花と野菜の栽培スタッフ

 ③花と野菜の直売所サックルズファーム
千歳ステーションプラザ店　販売スタッフ

千歳・その他 ア パ 花と野菜の栽培・販売スタッフ

期　間▶長期　　　　　給　与▶  時給920円～
休　日▶  月10日　　　 資　格▶未経験・経験者ともに歓迎
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、社員割引有、有給休暇、喫煙所有

共通
項目

売上好調につき店舗スタッフ増員決定!!

千歳 ア パ 店内業務

〈共通項目〉
期　間▶長期（1年毎に更新）
資　格▶年齢・学歴・経験不問
勤　務▶  週3～5日　※シフト制、日数・曜日応相談
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、制服等貸与、空港内喫煙室有

千歳市美々987番地22

北海道空港 株式会社 まずはお気軽にお電話ください。

仕　事▶ 免税店、国内線店舗でのレジ接客業務、 
品出し業務

資　格▶英語やその他外国語を話せる方歓迎
給　与▶時給1,150円
時　間▶ 7:30～20:00の間で実働5～7h 

例/ ①7:30～15:30　 
②9:00～17:00等　 
※国際線のフライト状況により変動有

勤務先▶ 新千歳空港国際線店舗及び 
国内線店舗（北海道本舗 総合土産店等）

担当/影山0123-46-5118[応募連絡先]

仕　事▶ お菓子や農水産品、お酒などを取り扱うお店
でのレジ、商品補充、陳列、接客など

給　与▶時給1,000円
時　間▶ 7:00～20:40の間で実働5～7h、シフト制 

※休憩1h、繁忙期は延長の場合有 
例/ ①7:00～15:00　 
②9:00～17:00
③12:40～20:40等

勤務先▶ 北海道本舗 総合土産店 
（国内線ターミナルビル2F）

新千歳空港で働いてみませんか？

 
 

 

勤務先▶ 新千歳空港内
期　間▶ 即日～2ヶ月もしくは3ヶ月毎の更新（通年）
仕　事▶ 新千歳空港内ホテルの客室清掃 

（ベッドメイク）
給　与▶ 時給1,100～1,200円
時　間▶ 9:30～15:00の間で実働3～5h 

※5h勤務で休憩30分、拘束5.5h、残業なし
休　日▶ 週休2日、シフト制  

※週2日から勤務可、応相談
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費全額支給、 

車通勤可、車通勤の場合は駐車場代支給、制
服貸与、受動喫煙対策有

勤務先▶ 千歳市美々 新千歳空港ケータリングビル内
期　間▶ 即日～2ヶ月もしくは3ヶ月毎の更新（通年）
仕　事▶ 国内線・国際線の機内食の盛りつけ
給　与▶ 時給1,050～1,100円
時　間▶ 5:00～14:00、7:30～16:30、 

9:00～18:00、12:00～21:00 
※選択可 ※休憩1h、残業なし

休　日▶ 週休2日、シフト制
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、 

車通勤可、駐車場有、制服貸与、 
従業員食堂有、受動喫煙対策有

㈱ヒューマンジャパン 札幌営業所
札幌市中央区南1条西11丁目327シティセンタービル6階

労働者派遣業（派01-300429） 　　有料職業紹介事業（01-ユ-300211）

勤務先▶ 千歳市泉沢
期　間▶ 即日～3ヶ月毎の更新（通年）
仕　事▶ 洋菓子の製造
給　与▶ 時給1,200円
時　間▶ 7:30～21:30 ※実働7.5h、シフト制 

※休憩1h、残業なし
休　日▶ 週休2日、シフト制 

（日曜日固定+平日1日）
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費全額支給、 

車通勤可、駐車場有、送迎有、社販有、 
制服貸与、受動喫煙対策有

011-827-1315
080-8510-9384 （むかいやち） 受付/9～18時

★男女ともに活躍できます

★学生から70代まで、年齢幅広く活躍中

★千歳駅より送迎有
❷ 食品の盛りつけ

❶ ベッドメイク

❸ 洋菓子製造

お仕事探しは
千歳 派 清掃、盛りつけ、製造

ヒューマンジャパンに
お任せ !!


