
2022年4月1日（金） ちゃんと13

千歳市新富1丁目7-5 平和ビル1F
http://www.bestserviceinc.net

☎22-7400【受付時間/9～16時】応 募

仕　事▶ PC入力作業、電話・来客対応、銀行などへの
　　　　外回り（社用車使用）
資　格▶ Excel、Word等、基本的なPC操作が可能な方
時　間▶ ①8:30～17:30　②9:00～18:00 

※①、②どちらか選べます。
休　日▶ 土日祝、年末年始（12/30～1/3） 

※年間240日の勤務です。
給　与▶ 月15～17万円
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

車通勤可、制服貸与、有給休暇

残業なし！学校行事への参加も可能 !
子育て世代が働きやすい環境です♪
千歳 正 一般事務

恵庭市牧場262-6
〒061-1421
Ten-Man
森のレストラン

☎39-2051
応募

受付/10～17時　担当/杉井
☎39-2821

応募

受付/10～17時　担当/古名（フルナ）

期　間▶長期
仕　事▶ ◆イタリアンレストランでの接客業務 

◆ピザやパスタの調理業務、食器洗浄等
時　間▶ 9:00～18:00の間で3～8h（時間帯応相談）

資　格▶ 経験者・未経験歓迎、学生歓迎、高校生可
給　与▶ 時給1,000円　高校生/時給950円～ 

（4～10月の土日祝は＋50円で時給1,050円）
勤　務▶ 週1～5日、1週間毎のシフト制（勤務日数応相談） 

待　遇▶  無料送迎バス有（JR恵庭駅から）、交通費規定支給、 
車通勤可、食事補助制度有、制服貸与、労災保険、 
有給休暇制度有、65歳定年制（定年雇い止めのため）

期　間▶即日～11月下旬まで
仕　事▶ 接客、料理の提供、お会計、調理業務、食器洗浄等
時　間▶ 9:00～17:00の間で3～7h（時間帯応相談）

ホール・キッチン

共通項目

Ten-Man
森のレストラン

恵庭市牧場281-2
〒061-1421

らくだ軒
恵庭店

パスタと窯焼きピザの  
ファームレストランです！

新鮮野菜が自慢の  
ビュッフェレストランです！

※4月上旬はO P E N準備作業となります

★JR恵庭駅から無料送迎バス有り

各店 1 0 名
程度の募集です

らくだ軒
恵庭店

スタッフ募集！

恵庭 ア パ ホールスタッフ、キッチンスタッフ

★ 主婦（夫）さん、フリーター、学生さん 
みんな大歓迎、高校生もOK

履歴書 ( 写真貼付 )を郵送ください。
追って面接日をお知らせします。

勤務先

勤務先

給食

〒066-0028 千歳市花園5丁目7-3-103シダックス大新東ヒューマンサービス㈱ 千歳営業所

［担当］石岡☎0123-42-1831

千歳市立認定こども園 ひまわり
千歳市新富2丁目4-60

千歳市内の各小中学校
※欠員場所の代務員のため、不定地

仕　事▶ 小・中学校にて、給食の校内運搬・配膳 
※調理はありません 

資　格▶ 要普通免許 
※自家用車にて通勤できる方に限る

給　与▶ 時給890円
時　間▶9:00～14:00（休憩30分）
休　日▶ 土・日・祝、夏休み・冬休み等の長期休業

仕　事▶ 調理・調理補助・洗浄・清掃 
資　格▶ 不問、65歳未満（定年雇用止めの為）
給　与▶ 時給900～920円 

+交通費規定支給（当社規定による）
時　間▶ ①8:00～11:30　②8:00～13:30 

③8:00～15:30 
※シフト制　※週20～30h程度

休　日▶ 週休3～4日

《共通項目》待　遇▶社会保険完備、交通費支給、制服貸与

学校給食配膳員（パート）

調理員（パート）
配膳員・調理員

募
集

千歳 パ 給食配膳員、調理員

給　与▶ 月給165,000～230,000円 
★別途資格手当有

時　間▶ 5:00～19:00の間で実働8h 
(早番・遅番交替制）

勤　務▶週40h（シフト制、週休2日）

◆管理栄養士・栄養士 《正社員》/恵庭市
◉我汝会えにわ病院

給　与▶ 時給900円
時　間▶ 10:00～14:30
休　日▶土曜、日曜、祝日、他

◆ホールスタッフ 《パート》/恵庭市
◉えにわステーションホテル

◆清掃 《パート》/恵庭市

給　与▶ 時給900円
時　間▶ 8:00～12:00
勤　務▶週3日～OK（シフト制）
休　日▶日曜、祝日

◉我汝会えにわ病院

給　与▶ 時給900円
時　間▶ 8:00～12:00
勤　務▶月～金の間で週4～5日

◆清掃 《パート》/恵庭市
◉サッポロビール工場

給　与▶ 時給920円
時　間▶ ①8:00～17:00 ②11:00～20:00 

③11:00～15:00 ④16:00～20:00
休　日▶日曜、祝日、他
勤　務▶シフト制 ※応相談

◆清掃 《フルタイム/パート》/札幌市
◉我汝会さっぽろ病院

JR苗穂駅隣接
JR交通費全額支給

待　遇▶ 社保完備（勤務時間による）、 
賞与年2回、制服貸与、交通費規定支給、 
車通勤可、有給休暇有

共通 
項目

☎0123-34-0740応 募
株式会社道央環境センター 恵庭市本町27番地

恵庭・その他 正管理栄養士・栄養士パ ホールスタッフ、清掃

時　間▶ ①12：00～17：00　②17：00～22：00
給　与▶ 時給889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♪扶養内・学生歓迎！
恵庭 ア パ 店内業務全般

高校生も可

[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

★ 3店舗とも 
　他部門も
　募集中です！

Web応募
はコチラ

給　与▶ ［一般］時給938円　［学生］時給890円
時　間▶ 7:00～10：00　8:30～13:00
勤　務▶週3～4日程度　※土日祝のみでも可

給　与▶ ［一般］時給910円　［学生］時給890円
時　間▶ 8：00～13：00　17：00～21：00 

※応相談

千歳市勇舞8丁目1-1長都店
☎23-7667応募 1名募集

千歳市日の出1丁目1-66千歳店
☎26-6660応募 2名募集

1名募集
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

デリカ部門
今回は

募集です!!

千歳・恵庭 ア パ デリカ

スタッフ

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20 第12ふじやビル4F

☎22-5280 採用係

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

仕　事▶ ホール、廊下、各室、トイレ等の日常清掃
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶ 時給889円 

【月収例】 
時給889円×7.5h×23日=153,353円

時　間▶ 7:00～16:00、9:00～18:00 
※実働7.5h

休　日▶土曜日、他シフト制
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、 

交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ 千歳市総合福祉センター/ 

千歳市東雲町2丁目34

清 掃 募
集

千歳 契 清掃

お客様との支払いのやりとりに使われる
トレイのこと。
カルトンはフランス語で｢紙でできた器｣。
元は油絵で使用していたそうで、
日本に入ってきてからスーパーや銀行
などで使われるようになりました。

お仕事で使
う

アレってな
～んだ？  

カ
ル
ト
ン

◆パートB
給　与 ▶ 日給8,000～10,000円
時　間▶ 8:00～13:00、9:00～14:00 

11:00～16:00で実働5h（シフト制）
休　日▶10日以上　※土、日、祝日の勤務有
待　遇▶各種保険加入制度完備（勤務による）、交通費規定支給

・  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

◆期間社員 ◆パートA
★期間/毎月のラウンド回数→約35ラウンド
★パートA/毎月のラウンド回数→約30ラウンド
給　与 ▶ ラウンド給（1ラウンド目）8,500～10,500円/日 

　　　　　（2ラウンド目）9,000～11,000円/日 
★月収見込（手当含む） 
［期間］23～32万円 
［パートA］23～27万円 
★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）
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）、交通費規定支給

業務経験者 
優遇

キャディさん大募集～!!パート

期間社員

「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!!
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。

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 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。

ノース・つくし保育園に
お子様を預けて働きませんか？

入社後2年間送迎あり!!【千歳在住の方限定】 ノース・つくし保育園利用可能!!

求ム
即戦力 !

★ アルバイトも同時募集　※経験者に限る 
・勤務は週2～OK・Wワークもご相談ください 
・ 他のゴルフ場でのキャディ経験のある方、 
今年は当社で是非！活躍してください

期　間▶4月上旬～11月中旬 
仕　事▶キャディ業務 
資　格▶未経験者大歓迎
給　与▶ 研修期間（時給900円/約1ヶ月）、 

未経験者/見習い期間（ラウンド給7,000円、約20ラウンド）

【期間・パートA・パートB共通項目】

【期間・パートA/共通項目】

千歳 期 パ キャディ

仕　事▶ 浴場内・岩盤浴場内、館内共用部分の 
モップ掛けや消毒等の簡単な清掃

時　間▶ ①6:00～9:00　②8:00～14:00 
③14:00～19:00

仕　事▶館内設備の点検・簡単な修繕等
時　間▶5:00～18:00の間で6h程度
《共通項目》 
給　与▶時給890円～
勤　務▶週2～4日
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、 

制服貸与、車通勤可（無料駐車場有）、 
従業員割引有（一緒に来店した家族も対象）、
仕事終わりの温泉入浴無料

恵庭市戸磯
397-2えにわ温泉 ほのか

担当/なんば・こんどう☎32-2615応募

◆ 清掃

◆ 設備管理

清掃・設備管理
スタッフ募集！

恵庭 パ 清掃、設備管理

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 

【アルバイト】1名
仕　事▶豚舎内の洗浄業務
資　格▶要普通免許、Wワーク不可
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）、 

千歳市駒里2295番地（第2農場）
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

千歳 ア 農場管理

〒066-0011 千歳市駒里2297
おおやファーム株式会社

仕　事▶ 入所者の看護業務全般
資　格▶ 看護師･准看護師
時　間▶ ①7:00～16:00 ②7:30～16:30 

③9:00～18:00 ④9:30～18:30 
※各シフト休憩1h

給　与▶ 月163,400～202,750円 
＋資格手当10,000円、オンコール1,000円/回数分

休　日▶ 週休2日（シフト制） 《共通項目》
待　遇▶ 各社保完備、賞与年2回（計3.4ヶ月分）、 

扶養・住居・通勤手当（各手当規定支給）、 
寒冷地手当（11～3月）、有給休暇、昇給年1回、

勤務先▶ 特別養護老人ホーム やまとの里（千歳市大和4丁目2-1)

正職員を募集します。週休2日、夜勤なし！

各種手当
昇給年1回

【正職員】看護師・准看護師

賞与年2回（3.4ヶ月分）

応募
社会福祉法人
千歳福祉会

〒066-0066
千歳市大和4丁目2-1

採用担当/中尾 
（受付/9:30～17:30）☎0123-49-6805

仕　事▶ 利用者の生活相談業務全般、 
サービス提供・運営にかかわる業務全般

資　格▶ 社会福祉士、介護支援専門員、 
社会福祉主事のいずれか

時　間▶ 8:30～17:30
給　与▶ 月161,150～215,500円+職務手当10,000円
休　日▶ 土日祝

【正職員】生活相談員
千歳 正 生活相談員、看護師・准看護師


