
2022年1月14日（金）ちゃんと 12

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許 ★二種免許取得養成制度有
時　間▶ 日勤:例/5:00～16:00　 

★5～8時の間に出勤し、 
　帰庫は出庫から10時間半後 
夜勤:例/18:00～翌5:00 　 
★18～20時の間に出勤し、 
　帰庫は出庫から10時間半後

休　日▶週休2日
給　与▶ 完全歩合制　 

※入社後1年間は給与保証有(当社規定による） 
　日勤/月210,000円～　夜勤/月250,000円～

待　遇▶  各社保完備、入社祝金制度（10万円/規定有）、 
制服貸与、退職金制度、車通勤可（駐車場完備）

ドライブレコーダー･GPS･
防犯ガラス有!!  安心して働ける♪

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

担当/古瀬☎22-0866
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
勤務日は相談の上決定。希望収入をお聞かせください♪

タクシードライバー

無理せず働く！
週休2日制

さわやか無線センター

女性ドライバーも積極採用中！
現在3名が
活躍中！ 日勤のみ！

募
集

千歳 嘱 タクシー乗務員

資　格▶ 要普通免許（免許取得1年以上、AT限定可） 
※長期勤務出来る方

時　間▶8:30～17:30
勤　務▶ 月～金曜（週5日勤務） 

※週40h（変形労働時間制）
休　日▶原則土・日曜
給　与▶月給200,000円～
待　遇▶  交通費規定支給、制服貸与、有給休暇、 

車通勤可、社保完備、慶弔見舞金等共済会、 
昇給有

 顔なじみの「いつものお客様」に、
生協のサービスをお届け!

■生活協同組合　〒066-0077 千歳市上長都3-1

コープ宅配システム
トドック千歳センター

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。  
※運転適性検査があります。

〈受付〉月～金曜/9～21時、土曜/9～18時 ※日曜休み
0120-502-112応募

1.5tトラックを使用普通免許でOK!
★ 千歳圏内のみ!ルートが決まっているので、 
地理が苦手でも大丈夫！

積み込みカンタン♪

月20万円～稼げる!

毎週土日お休み♪

主婦（夫）の方も活躍中!

ルート宅配
スタッフ募集!! 体験同乗

OK!

千歳 契 ルート配達

清掃員募集

㈱清
せ い  ふ う  ど う

風堂 札幌市東区北16条東1丁目
2-15 グランメールアサヒ1F

採用係☎011-748-6868
まずはお気軽にお電話ください。

◆病院清掃/ 千歳市蘭越97-2  
★ 共用部清掃（女子トイレ清掃有） 
※病室内の清掃はありません。

時　間▶ 13:00～17:00
給　与▶ 時給900円＋交通費規定支給
勤　務▶ 月・水・木
待　遇▶車通勤可、制服貸与、休憩室完備

車通勤可! 見学OK! シニア・ 
WワークOK

勤務日数
応相談

◆パチンコ店清掃/ 恵み野西1丁目3-1 
（JR恵み野駅から徒歩1分）

時　間▶ 【月～金】11:30～16:30 
【土日祝】12:30～17:30

給　与▶ 時給890円
勤　務▶週2～3日程度 ※シフト制
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

千歳・恵庭 パ 清掃

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。

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▶ 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〉　206～262万円

契約 キャディ

未経験者歓迎
経験者優遇

収
入
例

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

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

安平 正 契 下記参照

おおやファーム株式会社
〒066-0011 千歳市駒里2297

まずはお電話のうえ、写真付履歴書を郵送ください。

☎0123-40-6175 担当/総務 村上 

【正社員】2名
仕　事▶ 豚が快適に過ごせる環境を整え、順調に発育する

ように管理するお仕事です。適性に合わせて①繁
殖部門②肥育部門のいずれかに配属となります。 

資　格▶要普通免許
給　与▶ 月給180,000～235,000円+諸手当
時　間▶ ①7:30～17:00　②7:00～16:30
休　日▶ 週休2日（シフト制）　
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、車通勤可（無料駐車場有）、

交通費実費支給（月24,500円まで）、昼食代補助
制度有、賞与年1回、試用期間6ヶ月、再雇用制度
有（65歳まで）、福利厚生倶楽部（リロクラブ）

【アルバイト】2～3名
仕　事▶豚舎内の洗浄業務
資　格▶要普通免許
給　与▶時給1,200円
時　間▶7:00～17:00の間で4時間以上（応相談）
勤　務▶平日勤務か、土日のみ勤務か選べます。
勤務先▶ 千歳市駒里2297番地（第1農場）、 

駒里2295番地（第2農場）

2

★好評の霜降りブランド豚「う米豚（うまいとん）」を生産しています。
★農場入退場時にシャワー必須とする等、衛生管理を徹底しています。

千歳 正 ア 農場管理
最先端の豚舎設備と管理技術を
導入し、クリーンで女性も

働きやすい職場を目指しています。

笑
顔
が
あ
ふ
れ
る
♪

グループホーム 北のくにから
〒061-1353　恵庭市島松本町4丁目8-25

㈲セカンドライフ

☎0123-37-2985まずはお電話ください。
担当/小野瀬

20代～60代
みんな大活躍中!

働き方について、
遠慮なくご相談ください！

Wワークや
夜勤のみも
OK

◆介護スタッフ
仕　事▶ 入居者様の生活のお手伝い ※残業ほぼなし
資　格▶ 不問、未経験の方大歓迎、 

マンツーマンで指導させていただきます。
給　与▶ 時給900円～ ※試用期間/時給890円
時　間▶ ①7:00～16:00 ②8:30～17:30　 

③10:30～19:30 
④17:00～翌9:00（夜勤/月4～5回有） 
※①～④選択可（シフト制） ※休み希望は応相談

勤　務▶ 週2～5日 ※日数応相談
待　遇▶ 各社保完備、資格手当（試用期間後）、車通勤可、交通費

（月25,000円迄）実費支給、夜勤手当1回5,000円、 
処遇改善手当年3回別途支給、正職員登用制度有

恵庭 ア パ 介護

◆正社員
時　間▶基本9:00～18:00 ※早出、遅出有
給　与▶ 高校新卒/月給171,730円 

25歳以上、大学新卒/月給201,170円 
※残業手当、深夜割増手当（経験・能力等を考慮） 
※委細面談

休　日▶ 年間105日、月8～10日  
※月の勤務日数による

恵庭市戸磯201-20㈱デザートランド 北海道工場

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡「Ｑ人ナビを
見た」とお伝えください！お気軽にお電話を！随時受付♪

応 募 ☎0123-34-0800

【パート】 ◆洗浄・荷受け ◆製造 ◆衛生
時　間▶ ①9:00～18:00（8:00～17:00） 

②9:00～18:00
給　与▶ 時給970円
勤　務▶シフト勤務可能

恵庭 正 ア 製造パ 洗浄・荷受け、製造、衛生
【正・ア】 洋生菓子の製造全般 

（商品の仕分け・出荷作業、製造準備等も有）

◆アルバイト
時　間▶ ①17:00～22:00  

②7:00～12:00
給　与▶ 時給1,050円
勤　務▶ 月12～15日 ※年中無休のため、シフト制

資　格▶ 未経験歓迎
待　遇▶ 各社保険完備（勤務時間による）、昇給年1

回、有給休暇制度、産後休暇、育児休暇、制服
貸与、車通勤可、交通費規定支給、 
正社員のみ賞与年2回、 
退職金制度（勤続5年以上が対象）

全
体
共
通
項
目

長期

長期

勤務先▶ トヨタカローラ札幌㈱総合物流センター
仕　事▶ 新車・中古車の洗浄ラインでの車内清掃。掃除機 

がけや、シートの拭き掃除など、簡単な作業です。
休　日▶ 日曜・祝日、他シフト制 

（月7～10日） 
★ GW・お盆・年末年始の長期連休有 
（年間所定休日108日）

時　間▶ 9:00～17:00
給　与▶ 時給920円～ 

（月22日勤務の場合、月収141,680円以上可能）
資　格▶ 要普通自動車運転免許（運転経験1年以上）、 

65歳未満（定年雇い止めのため）
待　遇▶ 交通費当社規定支給、社会保険完備、作業服貸与、

有給休暇有、能力に応じて昇給有、車通勤可

恵庭市北柏木町3丁目73

まずはお気軽にお電話ください。面接日時をお知らせします。
写真付履歴書をお持ちください。

担当/ 三浦・傳法(デンポウ)
☎0123-47-8000

トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター

トヨタカローラ札幌

担当/酒井
☎0123-33-9660

新車 中古車

簡単作業! 連休有!未経験者歓迎!

女性も多数
活躍中！

恵庭 契 洗浄ライン作業

★ 5店舗店とも 
 他部門も 
募集中です！

[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 ㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32
●制服貸与 ●交通費規定支給 ●車通勤可

千歳市日の出1丁目1-66千歳店
☎26-6660応募

給　与▶ ［一般］時給938円　［学生］時給890円
時　間▶ 7：00～10:00　8:30～13:00 

※週3～4日勤務・土日祝のみ可 
17:00～21:00　※週3～4日勤務

千歳市勇舞8丁目1-1長都店
☎23-7667応募

給　与▶ ［一般］時給910円　［学生］時給890円
時　間▶ 8：30～13:00 （応相談）

恵み野店 恵庭市恵み野西3丁目1

応募 ☎36-2980
給　与▶ ［一般］時給916円　［学生］時給890円
時　間▶8:00～12:30
勤　務▶週4日

☎39-7777応募
島松店 恵庭市島松旭町1丁目1-1

給　与▶ ［一般］時給911円　［学生］時給890円
時　間▶7:30～12:00

恵庭店 恵庭市本町210

☎33-1122応募
給　与▶ ［一般］時給910円　［学生］時給890円
時　間▶8：00～13：00、13：00～17：00 
勤　務▶週4日

千歳・恵庭 ア パ デリカ

Web応募
はコチラ

年間休日100日＆残業少なめで 
働きやすさ◎ 

㈱ヒューマンインプリンク 千歳支社
一般労働者派遣事業/派01-300271
有料職業紹介事業/01-ユ-300107 千歳市柏台南1丁目3-1

☎0123-25-3221

お問合わせ・ご応募は下記、電話・
HP・二次元コードから。

期　間▶ 即日（応相談）～長期
仕　事▶ 住宅用建材の機械加工と結束作業
給　与▶時給1,150円+交通費規定支給
休　日▶ 日祝、第2・第4土曜、夏季、年末年始
時　間▶ 8：00～17：30 

（実働8h休憩1.5h）
待　遇▶各種保険完備、無料Ｐ有
勤務先▶千歳市

http://www.imp-link.co.jp/

頑張り次第で直接雇用の 
可能性も！（実績有）

★求職中の方も転職をご検討中の方も、 
お仕事探しなら当社にお任せください！

千歳 派 製造補助

小学生から高校生のお子様がいる方には

子育て支援金支給 

（1日500～700円　※規定有）

キッチンスタッフ/若干名

勤務先▶ ベルクラシックリアン平安閣/ 
千歳市錦町4丁目9

仕　事▶ 簡単な調理・調理補助
時　間▶ 7:00～20:00の間で4～6h程度 

※応相談
勤　務▶週2～4日程度　※応相談

葬祭フロント事務/1名募集

勤務先▶千歳シティホール/千歳市北信濃871-19
仕　事▶ 電話対応、伝票作成、発注業務、他
時　間▶ 9:00～18:00　※実働5h程度
休　日▶土日
《共通項目》
資　格▶要普通免許、未経験者・経験者ともに歓迎
給　与▶ 時給1,000円 

※試用期間2ヶ月/同条件
待　遇▶ 各種保険完備、制服貸与、通勤手当、 

車通勤可、有給休暇、社員登用有、 
子育て支援金支給

〒066-0064 千歳市錦町4丁目9番地
（株）マリアージュインベルコ千歳支社 採用担当宛 

(リアン平安閣)

(採用担当部署直通)
☎0123-26-1163
080-4415-2765

電話連絡の上、写真付き履歴書を持参 
もしくはご郵送ください。

パートスタッフ 
2職種募集!

【履歴書郵送先】

★扶養内勤務可能
★勤務時間や休日は応相談

学生アルバイトも 
歓迎‼

千歳 パ 調理、フロント事務


