
2021年12月10日（金）ちゃんと 10

みなさまからのご応募お待ちしております。

北海道クラシックゴルフクラブ 勇払郡安平町早来富岡406 ●新千歳空港より車で約15分

電話連絡の上、面接時に履歴書をお持ちください。
仕事内容、勤務等、お気軽にお問合せください。

担当/
原田・水田

☎0145-22-4101
●お問合せメールアドレス tharada@classicgolf.jp

北海道クラシックゴルフクラブ

スタッフ募集スタッフ募集2022 
年度
キャンピングカーレンタル事業等、新規事業拡大

北海道クラシックゴルフクラブは、日本のゴルフコースランキングで常にベスト１０に
入り、北海道ではナンバーワンにランクされる日本屈指のゴルフクラブです。未経験者
の応募大歓迎です。ホスピタリティあふれる方のご応募をお待ちしております。

安平

期　間▶�［正］通年雇用�
�［契］2022年4月〜11月中旬

休　日▶�［正］当社就業規則による（年間97日）�
［契］週1〜3日程度�※応相談

時　間▶�6:30〜19:00の間で早番遅番シフト制�
※職種により若干変動します。

待　遇▶�有給休暇有、各社保完備、制服貸与、�
収入調整扶養範囲内OK、交通費規定支給�
（片道45kmまで）、勤務終了後ゴルフ練習・
プレー可

共
通
項
目

仕　事▶��受付・精算業務、ショップ販売、電話対応他
給　与▶�［正］月給190,000〜240,000円�

［契］時給1,200円〜

扶養内応相談正・契 フロントスタッフ

仕　事▶��オーダー受付、お料理やドリンクの提供等
給　与▶時給1,050円 扶養内応相談

契約 レストランホールスタッフ

仕　事▶�コース内の芝刈り、車両系の運転操作等
給　与▶�［正］月給210,000円〜�

［契］時給1,100円〜

正･契 コース管理スタッフ

仕　事▶�ゴルフプレーのサポート�
※1シーズンの出勤率は8割以上、安定した�
　仕事量があります。

給　与▶�ラウンド給9,800〜12,600円�
※追加ラウンド手当/2,000円�
※研修期間/時給900円�
※交通費別途実費支給�
※クローズ後特例一時金（失業保険）有

時　間▶�7:00〜18:00の間�
※1ラウンド6h程度

〈月額〉
通常ラウンド/9,800円×24ラウンド＝235,200円
２ラウンド/�（9,800円＋2,000円）×5ラウンド�

＝59,000円
小計/月294,200円

〈年額〉　206万～262万円

契約 キャディ

未経験者歓迎
経験者優遇

収
入
例

正 契 下記参照

ゴルフ場運営スタッフ
仕　事▶ゴルフ場業務全般・マスター室業務等
給　与▶�月給190,000〜330,000円

正社員

調理師
仕　事▶調理全般（和洋中）、メニュー考案等
給　与▶�［正］月給280,000円〜�

［契］時給1,500円〜または月給280,000円〜

正・契

施設管理スタッフ
仕　事▶クラブハウス内の清掃、備品管理等
給　与▶�時給1,000円

契約

調理補助
仕　事▶料理の盛り付け、食器洗浄等
給　与▶�時給1,000円

契約

正社員3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》

トラック
乗務員

〈正社員〉 仕　事▶�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▶�4t/月23万円〜�

8tクレーン付き/月25万円〜�
11tクレーン付き/月26万円〜

資　格▶�中型免許
仕　事▶�市内循環バスの運転業務�

（マイクロバス以上のバスを使用）
時　間▶�6:30〜22:00の間で�

早番・遅番有（実働8h）
勤　務▶シフト制
給　与▶�月給20〜26万円�

（時間外含む）
資　格▶�中型二種又は大型二種保持者

バス
乗務員

〈正社員〉

女性も
活躍できる!

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

※時間外勤務有
勤　務▶�週5日程度��※シフト制
給　与▶�月給16万円〜（時間外含む）

配車係
および
事務補助

〈正社員〉

恵庭 正 トラック乗務員、バス乗務員、配車係、事務補助

恵庭市和光町4丁目8番20号

週2日～
（短時間勤務OK）

パートは

ⓐ

ⓑ

ⓒ

仕　事▶介護施設での一般事務業務
資　格▶経験不問
給　与▶正/月150,000円 パ/時給890円
時　間▶9:00～17:00（休憩1h）
休　日▶月7日、有休･慶弔休暇あり

⑤

正/月208,000～230,000円
パ/時給1,300～1,450円

③

夜勤介護業務（ⓐⓑの勤務先のみ）
資格不問
正/月256,000～297,000円
パ/1勤務21,000～24,000円

④

②

2～3hからOK！

①

正/月172,000～213,000円
　※夜勤手当6,000円別途支給
パ/時給900～920円 ※夜勤手当6,000円別途支給

（株）萌福祉サービス

恵庭 正 パ 介護、看護、夜間専属介護、事務正 サービス提供責任者

仕　事▶�入居者様のお食事の調理を�
お願いいたします。

資　格▶�未経験者歓迎、大量調理経験者大歓迎、�
正社員のみ調理師免許必須

給　与▶�正社員/月給200,000円〜�
パート/�《調理員》時給920円〜�

《調理補助》時給890円〜
時　間▶���正社員/�5:00〜20:00の間で実働8h�※2交代制
　　　　パート/�①5:00〜9:30（実働4.5h）�

②8:00〜14:00（実働6h）�
③14:00〜20:00（実働6h）�
④17:00〜20:00（実働3h）�
⑤5:00〜20:00の間で実働7.5h�※フルタイム

休　日▶�月8日�※シフト制
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、制服貸与、�

マイカー通勤可、試用期間3ヶ月、�
有給休暇有（6ヶ月後）

勤務先▶�特別養護老人ホーム　恵望園�
/恵庭市柏木町429-6

問合せ/☎011-867-0663

写真付履歴書を郵送ください。
〒003-0029　 
札幌市白石区平和通15丁目北2番46号
株式会社エムズフード　採用担当

厨房スタッフ厨房スタッフ募募
集集

大量調理大量調理
経験者経験者
大歓迎！大歓迎！

恵庭 正 調理師パ 調理員、調理補助

北海道クリーン開発㈱ 〒053-0016
苫小牧市寿町2丁目3-14

（田口）応�募

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は勤務先にて行います。委細面談。

ショッピングモールのショッピングモールの
清掃スタッフ清掃スタッフ

未経験者歓迎！！

0120-03-6323
　080-2871-5294

千歳 パ 清掃

◆スーパーアークス千歳店
時　間▶�7:00〜10:00、13:00〜17:00��

※シフト制
勤　務▶�週4日程度
【共通項目】
給　与▶時給889円
資　格▶未経験者歓迎
待　遇▶�労災保険、制服貸与、�

交通費規定支給、車通勤可

◆ちとせモール
時　間▶�14:30〜19:30　※シフト制
勤　務▶�週5日程度

勤務日数 相談可！！

電話連絡の上、写真付 
履歴書をお持ちください。 

委細は面談にて。 

新型コロナウイルスの感染予防対策をしています。

ローソン自衛隊北千歳駐屯地店 千歳市北信濃724

◆北千歳駐屯地内店舗
仕　事▶店内業務全般
資　格▶��車通勤可能な方、�

ダブルワーク・シニア・学生可
時　間▶�①6:00〜11:00�②6:00〜13:00��

③6:00〜15:00�④17:00〜20:00
給　与▶�時給920円
勤　務▶��週2日〜�※応相談
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、社会保険有
勤務先▶�陸上自衛隊北千歳駐屯地内（千歳市北信濃724）�

※中央バス「北千歳駐屯地前」停すぐ

☎22-2241
（東千歳駐屯地内店舗）

WワークWワーク
シニアシニア

学生ＯＫ!!学生ＯＫ!!

駐屯地内の 駐屯地内の 
ローソンでローソンで
働こう!!働こう!!

普段は入れない場所で、ちょっと働いてみませんか？
千歳 パ 店内業務

清掃員募集!!清掃員募集!!新千歳空港の新千歳空港の
千歳市美々

千歳市美々新千歳空港内�ターミナル�アネックスビル1階
東京美装北海道㈱千歳支店

応
募 ☎0123-24-3771平日

資　格▶公共交通機関による通勤が出来る方
給　与▶��月給157,000〜180,000円
時　間▶7:00〜16:00　　　　　
休　日▶週休2日
待　遇▶�社保完備、賞与有、退職金制度有、制服貸与、交通費規定支給
資　格▶公共交通機関による通勤が出来る方
給　与▶時給898円
時　間▶7:00〜11:00（実働4h）
休　日▶週休2日以上�※応相談
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、雇用保険は週20h以上で加入

正
社
員

パ
ー
ト

千歳 正 パ 清掃

仕　事▶ホテル等へ、リネンのルート配送
資　格▶�未経験者歓迎、高卒以上、�

要普通免許（平成19年6月以降免許取得者は�
要中型免許、AT限定不可）

給　与▶�基本給160,000円�
※特殊手当/10,000円

時　間▶�5:00〜14:00��※休憩1h�
※残業有（月20〜30h程度）

休　日▶シフト制
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可

★ホテル配送業務拡大のため増員 千歳支店

2・4t箱車ドライバー2・4t箱車ドライバー
募集中!!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 〒066-0077�千歳市上長都1050番地1

☎0123-24-2126
【受付】9〜17時

千歳 契 2・4t箱車ドライバー

●決められたルートの配送・送迎です♪
●未経験者歓迎!

＼仕事探すなら／

ご
主
人
様
の

お
仕
事
が

見
つ
か
る
ま
で

待
つ
ニ
ャ
…

仕　事▶�フロント業務、客室清掃
資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶�時給889円��

※22時以降/時給1,111円
時　間▶��20:00〜24:00※シフト制
勤　務▶�週3〜4日
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可

恵庭市恵南24番地398�ホテルアーデン恵庭

まずはお電話ください。面接時履歴書不要です。
（15時以降にご連絡お願いします。）

☎0123-33-2982 担当/金谷

空いた日に働きませんか？
勤務日は相談の上決定します。
予定のない日を有効活用♪

未経験者
歓迎!!

恵庭 ア パ フロント・客室清掃

苫小牧市美沢
261-56

まずはお気軽にお電話ください。

☎0144-58-4111
エアポートパーキング

担当/竹内�

仕　事▶�駐車場と新千歳空港間（片道10分）の送迎業務他
資　格▶�中型一種免許以上、年齢・経験不問、シニアOK
給　与▶�時給900円��

※深夜手当、残業手当有�★日払い可
時　間▶�①5:30〜14:30�②14:00〜23:00�

※①②シフト制、繁忙期は残業の場合有
勤　務▶�シフト制、日数応相談�
待　遇▶�中型免許限定解除養成有、制服貸与、�

車通勤可、日払い可

日払い可！
募集!!募集!!バスドライバーバスドライバー

週末
食事付き♪

苫小牧 ア バスドライバー

仕　事▶�仮設材、建築資材の運搬
資　格▶�未経験者可、仮設材運搬経験者、�

要大型免許、小型移動式、�
クレーン資格、玉掛け資格

時　間▶�8:00〜17:00（休憩1h、運行計画により変動有）�
※月平均10〜20hの時間外有

休　日▶�土、日、祝、GW、お盆、年末年始�
※月平均1〜2日の土曜出勤有

待　遇▶�時間外手当、休日出勤手当、燃料手当、長距離手当
（200km以上）、夜間手当（22時以降）、各社保完備、�
車通勤可、昇給有、退職金制度有

共
通
項
目

◆8tユニック運転手/正社員�
給　与▶�月給251,016〜263,750円��

※固定時間外35h含む�
※試用期間（最長3ヶ月）/日給10,400円

◆11tユニック運転手/正社員�
給　与▶�月給265,023〜280,050円�

※固定時間外35h含む�
※試用期間（最長3ヶ月）/日給10,400円

8t･11tユニック運転手資格資格をを
活かして働こう！活かして働こう！

受付/9〜16時
担当/池田☎011-377-4931

まずはお気軽にお電話ください！

北広島市輪厚431-1
北一運輸株式会社

Kitaichi�Transportation�Co.,�Ltd.

経験者 
優遇いたします

一
緒
に
頑
張
り
ま
し
ょ
う
！

未来を築く
お仕事です！

北広島 正 8t･11tユニック運転手

未経験でも可!!未経験でも可!!


