
2021 年 3 月 26 日（金）ちゃんと 12

恵庭市民会館（恵庭市新町10番地）

（株）東洋実業 恵庭営業所
恵庭市黄金中央1丁目13-11  クレール黄金1F

まずはお電話
ください。 ☎33-8225

［担当］採用係

仕　事▶ 恵庭市民会館内の日常清掃 
（主に床掃き、ごみ回収等）

資　格▶ 未経験者歓迎、ＷワークOK 
時　間▶ 8:00〜11:00（実働3h）
勤　務▶週4日
休　日▶シフト制　　 
給　与▶ 時給861円
待　遇▶ 雇用保険、有給休暇、制服貸与、車通勤可、 

交通費規定支給

清掃員募集!!清掃員募集!!
パ 清掃スタッフ

スタッフスタッフ
大募集!!大募集!!
期　間▶�即日〜通年
資　格▶�未経験者歓迎、シニアも歓迎
時　間▶ 9:00〜16:00もしくは9:00〜18:00
休　日▶�土日祝 ※会社カレンダーによる
給　与▶�時給861円～
待　遇▶�各種保険完備、交通費規定支給、 

車通勤可、制服貸与、週払い制度有、 
無料送迎有、試用期間2ヶ月

勤務先▶ 千歳市泉沢

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

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

★随時面接致します
【月〜金曜】9〜18時0120-357-337

080-5729-7602 （土・日曜、祝日）

無料送迎あります！ カ
ン
タ
ン
作
業
♪

カ
ン
タ
ン
作
業
♪

◆食料品の検査包装、箱詰め、ラベル貼り等

派 下記参照

売店スタッフ売店スタッフ募集♪募集♪

まずはお気軽にお電話ください。面接は現地で行います。

仕　事▶ 自衛隊内にある売店での品出し・レジ・ 
清掃等の店内業務全般。

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給886円～
時　間▶ [平日]9:00〜20:00の間で4〜5h、 

[土・祝]10:00〜15:00  
[日]9:00〜18:00の間で5〜6h

勤　務▶週4〜5日
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場

有）、制服（エプロン）貸与、有給休暇、試用期間3ヶ月有
勤務先▶ 東千歳駐屯地 東厚生センター内

千歳市祝梅1016
☎0123-40-2531
㈲ティーワイコーポレーション 東千歳店

担当/五
い か り

十里

未経験者未経験者
歓迎歓迎

パ 店内業務全般

Qua ity & Discount

365恵庭店
恵庭市黄金南
6丁目10番地4

まずはお電話でお問い合わせください。
後日面接日をご相談させていただきます。 

担当/採用係☎39-5555

◆レジ《学生歓迎》
時　間▶ ①16:00〜21:00 

②17:00〜22:00
給　与▶時給881～931円
勤　務▶ 日数・休日応相談
待　遇▶ 有給休暇、制服貸与、 

雇用保険、交通費規定支給

日数・休日応相談！
アパ レジ

☎0144-35-0563

苫小牧市表町5丁目5-1 王子不動産ビル1F
太平ビルサービス㈱苫小牧営業所

担当/屋敷
大友応 募

期　間▶4月末〜10月末頃まで
仕　事▶美笛キャンプ場での清掃
資　格▶  自力通勤できる方
時　間▶ ①10:00〜15:00 ※実働5h ※休憩なし 

②9:00〜15:00 ※実働5h ※休憩1h 
※①②選択可

勤　務▶週2日〜 ※応相談
給　与▶ 時給900円
待　遇▶ 交通費規定支給、他当社規定による

キャンプ場キャンプ場
清掃員清掃員募集!募集!

期 キャンプ場の清掃

千歳市青葉5丁目6-10

20〜50代、幅広い年代層が元気に活躍中!
勤務日数応相談!　WワークOK♪

ホテル サブリナホテル サブリナ

まずお問合せください!まずお問合せください!

お気軽に
お電話ください♪☎26-7730

◆客室清掃・備品補充等
給　与▶ 時給870円 ★昇給有
時　間▶ 土日/8:00〜17:00 

祝日/9:00〜17:00
勤　務▶ 土日祝
待　遇▶ 車通勤可、エプロン貸与、労災保険有、 

雇用保険有（条件有）、昇給有

気になった方は…、気になった方は…、
パ 下記参照

【製造】クレーンなどで荷物を吊り上げるとき
に、ワイヤやチェーンを使ってクレーンのフック
（吊り具）に荷物を掛ける作業のこと。制限荷重
および吊り上げ荷重が1ｔ以上の機械装置を使
用して作業を行うには「玉掛け技能講習」を修
了する必要がある。

玉掛け
作業

知ってるようで、
 知らない

コトバ

 業務拡大につきスタッフ増員募集!!

恵庭市黄金北
3丁目8-10

期　間▶ 即日〜12月末 ※要相談
仕　事▶ ガス・水道工事、土工全般
資　格▶ 学歴不問、未経験者歓迎、経験者優遇
時　間▶ 8:00〜17:00
給　与▶ 日給8,000～11,000円  

★経験・能力に応じ11,000円以上も可能！！
休　日▶ 日曜、GW、お盆、年末年始
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、車通勤可、

送迎相談可、家族手当
勤務先▶恵庭、千歳

小山内建工■土木・管工事

わからないことは
何度でも！
聞いてください！
丁寧に教えます♪
資格・経験も大切ですが、
一生懸命に!!
職場のみんなと協力して
仕事ができる方を求めています！

がんばりは
給与に反映！
まずは面接で

通年雇用もOK

まずはお話しましょう！
090-2053-0495

期 ガス・水道工事、土工全般

ゴルフ場で働くのは初めて…そんなあなたも、ご安心ください!!
当社ならではの3つのサポート3つのサポートでばっちり!! 働きやすい環境です！

《全職共通項目》　資　格▶ 車通勤可能な方　★キャディ職は入社後2年間送迎有

キャディさん大募集〜!!パート

期間社員

入社後2年間
送迎あり!!

ノース・つくし保育園
利用可能!!

企業主導型保育施設なので、お迎え時
間の心配をせずに仕事できます♬

【千歳在住の方限定】
車がなくても通勤できます！

ゴルフのことがわからなくても大丈夫!! 毎年優秀なキャディさんが育っている職場です。

「ノーススノーランド・イン千歳」のスタッフとして、冬季も働けます!!
≪12月下旬〜翌3月上旬≫当社運営の冬のアクティビティ施設

就学前のお子さんを子育て中の方、応援します！
短時間の勤務で高収入も可能です！

【期間社員】ポーター
期　間▶ 2021年4月上旬〜11月中旬
給　与 ▶ 時給900～1,050円
時　間▶ 6:00〜19:00の間で実働7h 

（シフト制）

【期間社員】コース管理
期　間▶2021年4月〜11月中旬
給　与 ▶ 時給900～1,100円
時　間▶  6:00〜17:00の間で実働6〜8h 

（シフト制）

［期間社員・パート］キャディ
期　間▶  2021年4月上旬〜11月中旬 

★12月下旬〜翌3月上旬は「ノーススノーランド・イン千歳」のスタッフとして勤
務可能！

資　格▶ 未経験者大歓迎、経験者優遇
給　与▶ ［期］日給8,500～10,500円　★月収見込約25～35万円（手当含む） 

［パ］日給8,000～10,000円　★月収見込約17万円（手当含む）
時　間▶ ［期］7:00〜19:00の間で実働6.5h（シフト制）　 

　　★毎月約32ラウンド 
［パ］営業時間の中で実働5h（シフト制） 
　　※シフトの目安…8:00〜13:00、9:00〜14:00、11:00〜16:00  
　　★毎月約20ラウンド

休　日▶ ［期］4週4休　［パ］週2日以上　※いずれも土日祝の勤務有
待　遇▶ ［期のみ］各種保険加入制度完備、有給休暇制度完備、慰労金制度完備（12月上旬

40,000〜120,000円支給）、正社員への登用有  
［共通］交通費規定支給

休　日▶4週6休（シフト制）
待　遇▶ 各種保険加入制度完備、有給休暇制度完備、 

慰労金制度完備（12月上旬支給）、契約社員への登用有、交通費規定支給

運営/学校法人つくし学園
事業区分/企業主導型保育施設（認可外）
保育対象者/1歳（6ヶ月経過後）〜就学前までの児童
児童定員数/19名、内従業員枠12名
開園日/月〜日曜日の週7日
開園時間/保育標準時間 7:00〜18:00
　　　　  延長保育時間18:00〜19:00

ノース・つくし保育園ノース・つくし保育園

1

3

2

期間社員
共通項目正社員

共通項目

セガサミーゴルフエンタテインメント株式会社
当社はセガサミーグループの北海道におけるリゾート事業を推進する会社です。
https://www.the-north.co.jpザ・ノースカントリーゴルフクラブ
千歳市蘭越26番地 （支笏湖通り沿い ※千歳市内から車で5分）

☎0123-27-2266☎0123-27-2266 担当/佐藤
�電話連絡の上、面接時に写真付履歴書をお持ちください。

未経験者大歓迎！経験者は優遇します。こちらも募集中！
【正社員】営業･マネージャー（管理職）候補

期　間▶2021年4月〜 ※応相談
仕　事▶ 集客営業、営業企画、販売促進、 

イベント企画(4月〜11月:会員制ゴルフクラブ、12月〜3月:スノーランド)
資　格▶  専門学校・短大卒以上、車通勤可能な方、 

サービス業等での営業経験者、 
若しくは、営業企画・販売促進業務経験者

給　与▶  月給200,000～280,000円（経験による） 
※試用期間3ヶ月有（月給170,000円～）

時　間▶6:00〜20:00の間で実働8h（シフト制）

【正社員】総務担当
期　間▶2021年4月〜 ※応相談
仕　事▶ 労務管理･求人活動･社員研修･CSR/SDGs活動 

総務担当業務全般（一部、経理補助業務を含む）
資　格▶専門学校･短大卒以上、車通勤可能な方、総務担当経験者優遇
給　与▶  月給180,000～230,000円 ※試用期間3ヶ月有(月給170,000円～)
時　間▶8:00〜19:00の間で実働8h(シフト制)

休　日▶4週6休
待　遇▶ 各種手当有（転居手当：60,000円 ※初任給時のみ）、各種保険加入制度有、

賞与年2回、昇給年1回、退職金制度有、有給休暇制度有、交通費規定支給

男性も
OK!

正 営業･マネージャー（管理職）候補、総務担当　期パ キャディ　期 コース管理、ポーター

正社員2職種パート1職種募集!!

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☎0123-33-6271☎0123-33-6271

待　遇▶ 社保完備、試用期間3ヶ月有《共通項目》

時　間▶ 日勤/8:00〜17:00（実働8h）  
　　 ※時間外勤務有 
隔日勤務/8:00〜24:00 
　　　　 ※早出・時間外勤務有 
※ 日勤・隔日勤務のシフト制

休　日▶シフト制
給　与▶ 月給15万円～ 

※売上により歩合給追加支給
資　格▶ 普通二種以上 

ハイヤー
乗務員

〈正社員〉

女性も
活躍できる!

〈正社員〉

4tトラック
乗務員

仕　事▶ 4トントラックでの配送業務
時　間▶ 7:00〜16:00 ※早出、時間外勤務有
勤　務▶ 週5〜6日 ※シフト制
給　与▶ 月給22～25万円（時間外含む）
資　格▶ 中型免許

スクールバス
補助員

〈パート〉

扶養内
勤務可

時　間▶ ①6:00〜8:00　 
②13:00〜16:00または、 
　13:00〜20:00

勤　務▶週5日 ※応相談
休　日▶土日祝、夏・冬休み有
給　与▶ 時給1,000円

正パ 下記参照

面接は随時ご都合に合わせて行います。 面接は随時ご都合に合わせて行います。 ※ 夜間や土日もご都合に合わせて行います。まずは、お気軽にお電話ください。※ 夜間や土日もご都合に合わせて行います。まずは、お気軽にお電話ください。

八八
ハ ッ シ ンハ ッ シ ン

神神エモーションエモーション
札幌市清田区美しが丘1条1丁目2-7　 業務請負業・労働者派遣業 派01-300216 〈自社求人情報サイト〉http://www.e-hasshin.com/

株式株式
会社会社 【受付】平日9:00〜18:00 ※上記時間以外は直接ツタモリへ

0120-084-842 080-6073-7977
（ハマダ） （ツタモリ）

★�家賃無料の寮完備�★�家賃無料の寮完備�
（新築5階建ワンルーム）（新築5階建ワンルーム）
★JR千歳駅と寮から無料の送迎有★JR千歳駅と寮から無料の送迎有
★資格･経験は問いません。★資格･経験は問いません。
★男女共に幅広い年代が活躍中★男女共に幅広い年代が活躍中

給　与▶ 時給1,100～1,220円（昇給有） 
★月21万円以上可能

時　間▶ ①6:15〜14:30 ②14:15〜22:30  
③22:15〜翌6:30 ※いずれも実働7.25h 
※残業月平均10〜20h程度 ※①〜③のシフト制

休　日▶週休2日、その他大型連休
待　遇▶ 有給休暇有、交通費別途支給、各種保険有、制服無料貸与

★交替勤務
★週2日休み 
★月収21万円以上可能

ゲーム機部品の製造検査補助ゲーム機部品の製造検査補助
増産につき増産につき

年2回
ミニボーナス有
（7〜20万円）

［派遣］ゲーム機部品の製造･検査補助
★勤務先/千歳市

募募
集集

派 ゲーム機部品の製造検査補助

写真付き履歴書をご郵送ください。

〒066-0004�千歳市泉郷403番地9
社会福祉法人千歳いずみ学園 

担当/木下

期　間▶4月1日〜翌3月31日 ※更新有
仕　事▶障がいのある方の就労及び就労後の支援業務
資　格▶要普通免許
給　与▶月170,600円
時　間▶8:45〜17:15 ※実働7.5h
休　日▶ 土日祝、夏期・年末年始・ 

リフレッシュ休暇（計10日/年)
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

賞与年2回
勤務先▶就労支援室やませみ/千歳市春日3丁目5-1

☎29-2023

就労支援推進員就労支援推進員募集募集

契 就労支援推進員

地域包括支援センター職員地域包括支援センター職員
◆主任介護支援専門員
仕　事▶ 地域で活動している介護支援専門員への 

支援方法の助言や相談支援業務、自宅や医療機関、
介護施設への利用者訪問、高齢者独居世帯などへ
の訪問相談。他

資　格▶ 定年雇用止めのため59歳以下、要普免、簡単なPC入
力技術（介護支援ソフト使用）、主任介護支援専門員資
格必須、社会福祉士・保健師・看護師資格有れば尚可

給　与▶ 月185,000～227,400円

◆社会福祉士
仕　事▶ 成年後見制度、日常生活自立支援事業の利用援助、

消費者被害や高齢者虐待にかかる調整など。 
相談支援業務、自宅や医療機関、介護施設への利用
者訪問、高齢者独居世帯などへの訪問相談。他

資　格▶ 定年雇用止めのため59歳以下、要普免、簡単なPC
入力技術（介護支援ソフト使用）社会福祉士資格必
須、介護支援専門員・主任介護支援専門員有れば尚可

給　与▶ 月168,700～245,000円

医療法人 資生会

医療法人 資生会
〒066-0067 千歳市桂木1丁目5-6

《採用担当》
赤間☎☎0123-40-02000123-40-0200電話連絡の上、写真付履歴書を右記住所へ送付

ください。《受付/平日（月〜金）9:00〜17:00》

時　間▶ 8:45〜17:15　　　休　日▶ 週休2日、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、駐車場有り、燃料手当・扶養手当支給、昇給・賞与、さぽーとさっぽろ加入、試用期間3ヶ月有
勤務先▶千歳市北区地域包括支援センター/北海道千歳市北光２丁目１

共通
項目

募募
集集

正 地域包括支援センター職員
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