
2022年1月1日（土）ちゃんと 14

オープニング
スタッフ募集!

一緒に新しいお店を盛り上げてください!
仕　事▶ ホール業務、調理補助
資　格▶ 経験者優遇、金・土に 

出勤できる方歓迎
給　与▶時給940円～
時　間▶  11:00～15:00 

17:00～22:00  
※実働3～5h程度 ※シフト制

勤　務▶ 週2～3日
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与

担当/佐々木

☎0123-29-7360
090-1936-9479

千歳市幸町
2丁目7まるやま ジンギスカン

まずはお気軽にお電話ください。

千歳 ア パ 店内業務

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 

夜勤/16:30～翌7:30   
（シフト交替制）

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

正社員登用有

新千歳空港で働きませんか?

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。

※12/30～1/3までお休み

千歳 契 空港施設警備員

《全職共通項目》　
資　格▶車通勤可能な方

コース管理

ポーター

キャディ

期　間▶ 3月16日～（更新有）
資　格▶ 同業種経験3年以上
給　与 ▶ 月給175,000～230,000円 

※経験者優遇
時　間▶ 6:00～18:00の間で実働8h 

（シフト制）
休　日▶4週6休（シフト制）
待　遇▶ 昇給年1回、各種保険加入制度有、 

有給休暇制度有、交通費規定支給、 
各種手当有、正社員登用制度有

◆契約社員正･期ともに送迎対応あり♪
（入社後2年間まで、千歳市内に限る）

扶養内で働きたい方、保育園にお子様を預けて働きたい方への

「短時間パート」もご用意しています！

◆正社員
入社日▶4月1日
資　格▶ 高卒以上 

※2022年3月卒業見込の高校生も可
給　与 ▶ 月給175,000～225,000円 

★別途諸手当、残業手当、交通費規定支給 
※研修期間1ヶ月程度（個人差有）

時　間▶ 6:00～19:00の間で実働7h（シフト制）
休　日▶4週6休（シフト制）
待　遇▶ 賞与年2回、昇給年1回、退職金制度有、 

各種保険加入制度有、有給休暇制度有、 
交通費規定支給、各種手当有

◆期間社員
期　間▶ 3月中旬～11月中旬
資　格▶ 未経験者大歓迎、業務経験者優遇
給　与 ▶ 時給1,020～1,250円
時　間▶ 6:00～17:00の間で実働6～8h 

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

有給休暇制度有、 
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

◆期間社員
期　間▶ 4月上旬～11月中旬
資　格▶ 未経験者大歓迎、業務経験者優遇、 

大型免許取得者歓迎
給　与 ▶ 時給900～1,050円
時　間▶ 6:00～19:00の間で実働7h 

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

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

◆期間社員/パートA
期　間▶ 4月上旬～11月中旬
資　格▶ 未経験者大歓迎、業務経験者優遇
給　与 ▶ ラウンド給8,500～10,500円 

★月収見込（手当含む） 
［期間］23～37万円 ［パートA］23～26万円 
※研修期間（時給900円/約1ヶ月）、見習い期間 
　（ラウンド給7,000円、約20ラウンド）有 
★慰労金 
［期間］4～12万円 ［パートA］1.5～7万円

時　間▶ 7:00～19:00の間で実働6.5h（シフト制） 
［期間］月35ラウンド程度 
　　　（うち2ラウンド約9回） 
［パートA］月30ラウンド程度 
　　　　　（うち2ラウンド約4回）

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

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

【長嶋茂雄Invitational
セガサミーカップゴルフトーナメント開催コース】
20～30代の若いスタッフが多い職場です。
しっかりサポートしますので、経験がない方も安心してご応募
ください！ 随時面接可能です。

スタッフ大募集!!
4月入社2022年度

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。

ザ・ノースカントリーゴルフクラブ
https://www.the-north.co.jp

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）

・ゴルフ場から車で1分
　送り迎えが 
　とっても楽ですよ！
・恵まれた自然環境
　遊びがいっぱいの保育方針
　全身運動を豊かに、 
　健康でたくましく！
・小規模だから、みんなが安心
　一人ひとりに保育士の目が行き届きます！

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・つくし保育園に
お子様を預けて働きませんか？

☎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。 
※新卒の方は下記をお持ちください。

①写真付履歴書（学校統一シート可） ②成績証明書 ③卒業見込証明書

冬期間中（12月～翌3月）は
ノーススノーランドで勤務可

千歳 正 キャディ契 コース管理期 キャディ、コース管理、ポーター

正職員

各種手当も充実！ ※北広島市役所HPをご確認ください。
北広島市就労支援金5～20万円支給！さらに

◆介護福祉士
給　与▶ 月155,570円（資格手当込)+他手当 

★月収例/212,070円～（世帯主・夜勤月5回の場合） 
※ 夜勤手当/7,000円/回、土曜手当/500円/回、 
日祝手当/1,000円/回、 
処遇改善手当/5,000円/月(賞与時一時金有)

★そのほか介護職員も同時募集中! 資格のある方はもちろん、介護のお仕事未経験の方、資格のない方も歓迎します!

◆看護師/准看護師
給　与▶ 看護師/月214,170～300,700円+他手当 

　　　 ★年収例 420～580万円（夜勤4回) 
准看護師/月169,850～252,250円+手 
　　　　 ★年収例 360～510万円（夜勤4回) 
※ 夜勤手当/12,000円/回、土曜手当/1,000円/回、
日祝手当/2,000円/回

医療法人社団 翔仁会　介護老人保健施設

●ホームページをご覧ください。 http://www.shojinkai.or.jp/

採用担当応募 ☎011-376-3911
エスポワール北広島 北広島市輪厚

704番地16

北広島 正 看護師、介護職員

時　間▶ [日勤]8:50～17:15 [早番]7:15～15:40 [遅番]10:35～19:00 [夜勤]17:00～翌9:10
勤　務▶ 4週8休 ※月平均休日10日
待　遇▶ 各社保完備、通勤手当、車通勤可、送迎有、保育所利用可（有資格者のみ）、賞与年2回(4.0ヶ月)、昼食有（1食330円）

共通
項目

募集介護職員看護師 5～10万円支給就労
支援金

★千歳・恵庭から車で20～30分程度、静かな道で快適通勤♪

食品製造補助作業員《契約社員》
仕　事▶ 原材料の前処理、製造機械・器具の洗浄、 

包装作業等。
資　格▶ 未経験者歓迎、車通勤できる方
給　与▶ 時給1,050円～　※試用期間3ヶ月
時　間▶ 9:00～17:30　※実働7.5h 

※業務により遅番の場合有
休　日▶ 土日祝、他会社カレンダーによる
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

無料駐車場有、作業服貸与、有給休暇

まずはお電話ください。 12/25～1/4はお休みです。

☎0145-22-3452 担当/佐々木

勇払郡安平町早来富岡254-6 
東海物産㈱北海道工場
■調味料探究会社

安平 契 製造補助作業

長期でしっかり
　　稼げる!

職場見学OKです! 製造
補助
作業員募集!

勇払郡安平町
早来富岡210-20

受付/平日9:00～17:30　　担当/笠井
★12/29～1/3はお休みです。

☎0145-26-2800
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

安平 ア パ 栽培

栽培スタッフ募集!
●未経験者、経験者
　ともに歓迎!
●お花が好きな方
　大歓迎!!

仕　事▶ ハウス内での鉢花の手入れ・給水・出荷準備等 
の作業

期　間▶通年雇用
資　格▶ 未経験者・経験者ともに歓迎、 

車通勤できる方（公共交通機関が少ない為）、 
土日祝日勤務可能の方

給　与▶ 時給900円
時　間▶8:00～17:00の間で実働7h（休憩1h）
休　日▶  月10日
待　遇▶  各社保完備、交通費規定支給、有給休暇、社員割引有

受付/平日9:00～17:30　　担当/笠井
★12/29～1/3はお休みです。

☎0145-26-2800
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

勇払郡安平町
早来富岡210-20

仕　事▶ 新千歳空港館内にある展示植物の給水等 
メンテナンス、植物の交換作業等

資　格▶   未経験者・経験者ともに歓迎、 
土日祝勤務可能な方

給　与▶ 時給900円　
時　間▶ 7:30～17:30の間で実働7.5h（休憩1h）
休　日▶ 月8～10日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給（上限25,000円）、

制服貸与、有給休暇、館内割引有
勤務先▶千歳市美々　新千歳空港

千歳 ア パ 花のメンテナンススタッフ
新千歳空港の

花のメンテナンス
スタッフ募集!!

はじめての方でも
安心して働けます♪

しっかり 
サポートします!

時　間▶ 8:00～21:00の間で4h～ 
※冬季営業時間変更有

給　与▶ 時給890円～
資　格▶ 要普通自動車免許、未経験者歓迎、 

英会話できる方大歓迎 
※70歳定年雇用止め

勤　務▶週2日～
待　遇▶交通費全額支給、社保完備

【受付/9～18時】
担当/岩田・松井☎27-4123応 募

千歳市柏台南2丁目2番5新千歳空港店

※勤務時間・勤務日数ご相談ください。
カウンターでの受付業務

交通費全額支給!!
短期・長期どちらでも選択可能!!

未経験者
歓迎‼

千歳 パ 受付業務、清掃、構内移動


