
2022 年 3 月 18 日（金）ちゃんと 12

★ 通常勤務も同時募集中！（経験者優遇）
※経験のない方、二種免許のない方養成制度有

早朝の空港送迎業務
募募
集集

面接時、履歴書・免許証をお持ちください。

北都交通千歳支店は市内・新千歳空港を拠点としたタクシー会社です。

北都交通㈱千歳支店 
☎0123-27-4181

千歳市北信濃783-1-4

人事担当/岩下

仕　事▶︎主に新千歳空港への送迎
資　格▶︎普通自動車二種免許
給　与▶︎�月収例/週3日程度で6〜8万円
時　間▶︎�早朝AM4時から3〜4h　※詳細は面談にて
勤　務▶︎�勤務日数・時間応相談
全車両(30台)AT・カーナビ付無線搭載 
 屋内洗車場・自動洗車機有り 
業務終了後、洗車業務も機械を使用するので時間短縮でき
効率よく働けます！

すでに二種免許お持ちの方男女問わず、
空いている時間を有効に活用しませんか？

千歳 正 タクシー乗務員

朝のみOK!　副業・WワークOK!経験者 
大歓迎

仕　事▶︎�施設内清掃（女性占有エリア含む）
時　間▶︎�朝/6:00〜9:30(実働3.5h)�

　� �6:00〜10:00(実働4h)
　　　　昼/�9:30〜12:30(実働4h)�

12:30〜18:00(実働5.5h)
勤　務▶︎�朝/月24日程度　�

昼/月12日程度
給　与▶︎時給960円
待　遇▶︎�交通費規定支給、制服貸与、�

車通勤可（当社規定による）�※70歳定年制
勤務先▶︎�イオン千歳店（千歳市栄町6丁目51番地）

イオンディライト株式会社
千歳市栄町6丁目51番地

電話連絡の上、履歴書（写真貼付）をお持ちください。
<面接現地>

☎0123-49-6207

経験不問!!経験不問!!
幅広い世代の方が幅広い世代の方が
元気に活躍中!元気に活躍中!

イオンイオン
千歳店千歳店

清掃パート清掃パート朝･昼朝･昼 募募
集集

千歳 パ 清掃

［パート］介護職員
資　格▶︎�無資格OK（介護職員初任者研修修了、介護福祉士

資格あれば優遇）
給　与▶︎�介護福祉士/時給1,200円〜 

初任者研修修了/時給930円〜 
無資格・未経験者/時給890円〜

時　間▶︎�［日勤］①7:00〜16:00�②9:00〜18:00�
　　　③10:30〜19:30�
［夜勤］④18:00〜翌9:00��
★すべてのシフトに入れなくてもOK！�
　日勤のみ・夜勤専従等、幅広くご対応致します。

休　日▶︎�シフト制
待　遇▶︎�社保完備（勤務による）、昇給有、交通費規定支給、

有給休暇（100%消化可能）、車通勤可（無料駐車
場有）、処遇改善加算手当（年2回支給）、�
正社員登用制度有

グループホーム ぬくもりの里 ㈱サンボウ
千歳市住吉４丁目８番１４号

夜勤帯≪夕〜翌朝のケア≫

夕食の片付け、就寝準備手伝い、

夜間の見守り・ケア、

朝食準備等

お買い物・医療施設受診同行、
身体ケア、
食事・入浴介助、
食事の調理、
お話し相手等

日勤帯≪生活サポート≫

お電話の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。
受付/9時〜18時
（人事担当直通）090-3399-5886

千歳 パ 介護職員

☆無資格OK！無資格OK！
☆働きながら働きながら
資格取得も可能資格取得も可能

☆経験よりヤル気重視経験よりヤル気重視

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

☎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。

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

契約 キャディ

〈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

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

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

ゴルフ場運営スタッフ正社員

仕　事▶︎カート準備、スタート調整等
給　与▶︎�時給1,200円

マスター室契約

仕　事▶︎電話受付、一般事務、他
給　与▶︎�時給1,000円

一般事務契約

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

安平 正 運営スタッフ正 契 コース管理契 ホールスタッフ、マスター室、一般事務、キャディ

有限会社 中央園芸
〒061-1403�恵庭市中央164番地

苗の生産から出荷までのお仕事です

勤務時間帯ご相談ください！勤務時間帯ご相談ください！

9：00〜12:00、8:30〜12:00、
9:00〜15:00など

例

初めての方・ブランクある方も歓迎!!初めての方・ブランクある方も歓迎!!

《全体共通項目》
資　格▶︎�交通機関が無い為、車で通える方歓迎�

※恵庭市内送迎有、応相談

《出荷・生産 共通項目》
期　間▶︎�3月下旬〜4月スタートの5月末まで�

※10月末くらいまで延長の場合有�
　（5月下旬に打診します）

給　与▶︎時給900円〜
時　間▶︎��8:00〜17:00の間で応相談�

（昼休憩12:00〜13:00）
休　日▶︎日曜日（希望休みは対応可能）

◆野菜苗・花苗の定植、出荷までのハウス内作業

給　与▶︎時給1,000円
時　間▶︎�8:00〜17:00�

　（昼休憩12:00〜13:00）
休　日▶︎日曜日（希望休みは対応可能）

◆苗の生産・配送作業 
　《体力に自信のある方歓迎!!男性スタッフ活躍中!!》

仕　事▶�伝票仕分け及び整理、電話応対、�
雑務整理他（商品集計）

給　与▶�時給900円〜
時　間▶�8:00〜17:00の間で5〜8h�

（昼休憩12:00〜13:00）
休　日▶週1日以上�
期　間▶︎�4月中旬〜5月末

1〜2名募集1〜2名募集◆事務スタッフ

お気軽にお問い合わせください。
受付/10〜16時(月〜金）
担当/桑山☎33-3303

恵庭 期 生産・配送作業、事務スタッフ

❶調達部/1名
仕　事▶︎�外注先とのやりとり、データ分析、�

過去に調達業務に携わっていた方尚可
給　与▶︎ 時給1,750円

❷組立作業員/1名
仕　事▶︎�農業機械のライン生産・組立
給　与▶︎�時給1,450円

❸木枠製作作業員（アルバイト）/1名
仕　事▶︎�木材の釘打ち、�

フォークリフト資格ある方尚可
給　与▶︎�時給1,000円〜　

《共通項目》
時　間▶︎�8:00〜17:00（実働8h）
休　日▶︎�土日祝、GW、お盆休暇（9日間）
期　間▶︎即日〜　※3ヶ月更新（長期継続予定）
待　遇▶︎�各社保完備、有給休暇制度、制服貸与、�

交通費規定支給、車通勤可(駐車場完備)
勤務先▶︎�㈱IHIアグリテック構内�

(千歳市上長都1061-2)

千歳市上長都1061-2 ㈱IHIアグリテック構内

お電話の上、面接時に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-4368
三好梱包商事㈲ 千歳事業所

一般労働者派遣事業(派01-301226)

高時給 !!高時給 !!
3職種募集!!

時
給1,750円1,750円❶

時
給1,000円〜1,000円〜❸

❷ 時
給1,450円1,450円

千歳 派 調達、組立作業員ア 木枠製作作業員

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。

仕　事▶︎�半導体チップの外観検査（顕微鏡使用）
給　与▶︎�時給889円〜 

※ 作業着への着替え時間（1日につき15分相当）
別途支給いたします。

時　間▶︎�8:30〜17:30（実働8h）
休　日▶︎�年間122日、土・日曜日、祝日�

（会社カレンダーによる）�
※祝日出勤数日有

資　格▶︎未経験者歓迎
待　遇▶︎�社保完備、交通費規定支給、制服貸与、車通勤可

㈱京都セミコンダクター 恵庭事業所
〒061-1405　恵庭市戸磯385-31

女性が活躍中の職場です♪女性が活躍中の職場です♪

担当/阿部・原☎34-3111

未経験者歓迎‼︎未経験者歓迎‼︎

ほとんどの方が 
未 経験から 
始めています★

半
導
体
チ
ッ
プ
の

外観検査外観検査
スタッフスタッフ 募集‼募集‼

恵庭 パ 検査

ブランクある方もご相談ください
仕　事▶︎�歯科衛生士
資　格▶︎有資格者
給　与▶︎�月給157,000〜200,000円 

※歯科衛生士手当を含む、能力・経験により優遇
時　間▶︎��9:30〜18:30
休　日▶︎�水･日曜、祝日、GW、お盆、年末年始
待　遇▶︎�社保完備、昇給年1回、賞与年2回、皆勤手当（月1万円）、

歯科衛生士手当（月1万2千円）、交通費規定支給、�
車通勤可、制服貸与

医療法人社団 日本矯正歯科学会認定医

〒066-0062　千歳市千代田町6丁目41

まずはお電話のうえ、
写真付履歴書をお持ちください。

☎42-0187
担当/採用係

歯科衛生士歯科衛生士 募集!! 募集!!
千歳 正 歯科衛生士

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▶︎�①8:00〜22:00の間で8h　★社保完備
　　　　②17:00〜22:00
◆惣菜
時　間▶︎�8:00〜13:00

《共通項目》
給　与▶︎�時給899〜924円（学生/時給889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！ 

恵庭 ア パ レジ、惣菜

土 日
平 日

［パート］ザ・ノースカントリーGC清掃 
★季節雇用/4月上旬〜11月下旬
●長時間勤務
時　間▶︎�7:00〜16:00、10:00〜18:00　※実働7h
休　日▶︎�週2日
待　遇▶︎�社保加入、交通費規定支給、制服貸与
●短時間勤務
時　間▶︎�6:30〜19:00の中で実働3.5h�

例）6:30〜10:30、12:30〜17:00など
休　日▶︎�週2日以上
待　遇▶︎�交通費規定支給、制服貸与
【共通項目】
勤務先▶︎�ザ・ノースカントリーゴルフクラブ（千歳市蘭越26）
給　与▶︎�時給950円〜

☎0123-24-3771
090-9753-1491応 募

千歳 パ 清掃

東京美装北海道㈱千歳支店
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

仕　事▶︎�製造装置の操作や検査等の軽作業
時　間▶︎���8:30〜17:00、20:30〜翌5:00
勤　務▶︎�5勤2休もしくは4勤2休　※シフト制
給　与▶︎��時給1,100円〜
期　間▶︎�長期（3ヶ月毎更新）
待　遇▶︎�社保完備、交通費規定支給、�

車通勤可（P完備）、社員登用有

0120-095-0120-095-350350
当社HPお問合せフォームからも応募できます。
https://speed-hokkaido.jp/函館市新川町1-24  R4TM新川町 5F

株式会社

スピード北海道
一般労働者派遣事業（派01-300425）�有料職業紹介事業（01-ユ-300238）

3ヶ月限定〈交代勤務〉
月収例/24万円24万円以上可能

月収例/22万円22万円以上可能

時給1,20時給1,200円0円

長期〈交代勤務〉 時給1,100円時給1,100円

まずはお気軽にお電話ください。
電話面接もOK！

【派遣】プリント配線基盤製造・検査〈恵庭市戸磯〉

働き方は2パターン！お選びください！

入社祝金3万円支給（規定有）
恵庭 派 製造・検査

※�時給1,200円×7.25h×20日勤務�
＋残業手当40h＋深夜手当

※�時給1,100円×7.25h×20日勤務�
＋残業手当40h＋深夜手当

時　間▶︎�①12：00〜17：00　②17：00〜22：00�
③2：00〜6：00

給　与▶︎�時給889円　※22時〜翌5時/時給1,112円
勤　務▶︎週2日〜�※応相談
待　遇▶︎�雇用保険有（勤務時間による）、制服貸与、�

車通勤可、マスク支給

恵庭市黄金北1丁目12-6恵庭黄金北店

☎0123-34-5529応
募

担当/
小川

バイトデビューも大歓迎★
★休日希望伺います!
★�自動釣銭機のため、�
初心者でもカンタンに使えます♪

経験は問いません♪主婦（夫）・学生主婦（夫）・学生歓迎！
恵庭 ア パ 店内業務全般

高校生も可


