
2022年11月25日（金）ちゃんと 18

お電話のうえ、履歴書をお持ちください。

23-2010 受付/9時～16時

健康で体力に自信のある方!
定年まで長期で働ける方! 大歓迎!

アルバイト・パート

契約社員
期　間▶雇用期間の定めなし、自動延長します
仕　事▶ 炊飯業務及び配送（5tトラック使用）
資　格▶普通免許
時　間▶6:00～16:00（実働8h、休憩2ｈ）　※残業月/10h
給　与▶ 月給170,000円 

＋諸手当35,000円（定額） 
総支給/月205,000円

休　日▶月6～8日　※シフト制
待　遇▶ 各社保険完備、受動喫煙対策なし

期　間▶即日～長期
仕　事▶ 炊飯業務の手伝いと清掃等
時　間▶12:30～15:30（実働3h）　※残業なし
給　与▶ 時給920円～
勤　務▶週4日程度（応相談）
待　遇▶ 交通費別途5,000円支給

ほぼ、定時の16時で業務終了致します。

㈱吉田商店 〒066-0037
千歳市新富3丁目9-2

ちとせライスセンター

千歳 契 ア パ 炊飯業務及び配送

時　間▶ 7:00～20:40の間で実働5～7h シフト制 
例/①7:00～15:00　②9:00～17:00 
③12:40～20:40等 

※休憩1h、繁忙期は延長の場合有
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、制服等貸与、賞

与年2回、空港内喫煙室有
勤務先▶北海道本舗 総合土産店

仕　事▶ お菓子や農水産品、お酒などを取り扱う 
お店でのレジ、商品補充、陳列、接客など

期　間▶～3/31まで、その後1年ごとに更新
資　格▶年齢・学歴・経験不問
給　与▶時給1,000円～
勤　務▶週2～5日
休　日▶月8日以上

千歳市美々987番地22北海道空港 株式会社

★扶養内勤務可能!!

★ 未経験者歓迎!! 
丁寧に指導します!

担当
影山

まずはお気軽に
お電話ください。 0123-46-5118

千歳 パ 店内業務

空港おみやげ店スタッフ募集!!

期　間▶長期（1年毎の更新制）
仕　事▶新千歳空港内 日常清掃
時　間▶ ①【スーパーラウンジの清掃】 

　7:30～12:30、14:00～19:00の間で 
　2～3hからOK 
②【フードコート内の清掃】 
　14:00～20:30の間で2～3hからOK 
※残業なし ※いずれも応相談

給　与▶ 時給920円 ※試用期間/同条件
休　日▶シフト制 ※応相談
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、 

交通費規定支給、喫煙スペース有
勤務先▶新千歳空港旅客ターミナル

(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 採用係応募

新千歳空港
清掃スタッフ
募集！

★ 現在空港にお勤め中の方など 
空き時間を利用しての勤務も可

WワークOK

千歳 パ 清掃

千歳・恵庭

まずはお気軽にお電話ください！

千歳市北斗4丁目13番20号

0123-27-0911
■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

委 配布員

【代理】配布員さん

急募!!

仕　事▶ 生活情報紙「ちゃんと」を、会社が指定する地域に配布
してもらうお仕事です。 
※業務委託となります 
毎週木・金の2日間で500部程度の配布をお願いします。

資　格▶ 年齢不問、自家用車をお持ちの方、健康でまじめな方
勤　務▶ 毎週木・金曜の2日間で都合の良い時間
給　与▶ 週給6,500円
時　間▶ 木曜/5:00～19:00、金曜/5:00～18:00 

上記時間の間で5～6h程度 
※ 状況により時間が変動する可能性がございます。

6,500円!!
500部配布で

0120-357-337
080-5729-7602 （土・日曜、祝日）

一般労働者派遣事業（派01-300285）
千歳市東雲町
1丁目9-6㈱マグナクルー

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

★随時面接致します
【月～金曜】9～18時

未経験者歓迎♪
仕　事▶ピッキング、搬入作業等
期　間▶長期
資　格▶未経験者歓迎、自力通勤可能な方
時　間▶ 9:00～17:00 ※残業の可能性有 

※残業月0～30h程度
給　与▶ 時給1,000円 ※18時以降25%UP
勤　務▶月～土 
休　日▶日・祝
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、9:00～

17:00給与保障、週払い可（規定有）、 
施設内分煙（喫煙スペース有）

勤務先▶千歳市泉沢

ピッキング・搬入
カップ麺の

スタッフ募集‼

千歳市泉沢

千歳 派 ピッキング、搬入

GOR
IRAAA

＼仕事探すなら／
千歳

札幌市中央区南13条西11丁目2-32

期　間▶長期
仕　事▶レジ
待　遇▶ 制服付与、交通費規定支給、車通勤可、施設内禁煙

〈共通項目〉

㈱ラルズ
[応募］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

26-6660
千歳市日の出1丁目1-66

千歳店

応募

Web応募
はコチラ

給　与▶ ［一般］時給959円 ［学生］時給920円
時　間▶ 13:00～17:00、17:00～21:00 

※残業なし ※休憩なし 
※13:00～21：00の通しも可 (社会保険有)

勤　務▶週4日程度 ※いずれも土日祝のみでも可

2名募集

の募集ですレジ部門
ア パ レジ

Web応募
はコチラ

23-7667
千歳市勇舞8丁目1-1

長都店

応募

給　与▶ ［一般］時給930円  
［学生］時給920円

時　間▶ 17:00～21:00 (4時間程度　応相談） 
※残業なし ※休憩なし

1名募集

期　間▶採用～試用期間3ヶ月、その後1年更新
仕　事▶ 厨房での調理補助 他
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 朝食/時給970円、夕食/時給960円
時　間▶ 朝食/5:00～9:00　夕食/18:00～22:00 

※応相談　※休憩・残業は通常なし
勤　務▶ 週3～4日　※応相談
休　日▶ 日曜・祝日、第5土曜、夏休み（お盆前後1週間）、 

年末年始(12/30～1/3)
待　遇▶ 交通費全額支給、扶養内勤務可、ミニボーナス有、

有給休暇（入社半年後に付与）、全館禁煙

朝食・夕食各1名募集！！

㈱共立メンテナンス ドーミー千歳
〒066-0035 千歳市高台2丁目5-10

担当/市村22-5600【受付/10～16時】
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

初めての方、料理好きな方歓迎★

千歳 パ 調理

https://www.the-north.co.jp

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
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。
※新卒の方は右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

コース管理

ポーター

フロント

キャディ

総務担当

◆正社員

入社日▶2023年4月1日
資　格▶ 高卒以上、未経験者歓迎 

※ 2023年3月卒業見込の 
高校、短大、専門学校、新卒者も可

給　与 ▶ 月給180,000～230,000円
時　間▶ 6:00～19:00の間で実働7h（シフト制） 

※休憩1h、残業/月20h程度
待　遇▶ 別途諸手当、残業手当、交通費規定支給 

研修期間有（3ヶ月程度）、敷地内分煙

◆パート
期　間▶ 2023年3月中旬～11月中旬
資　格▶  高卒以上、未経験者大歓迎、車通勤できる

方、業務経験者優遇（ゴルフ場、造園業）
給　与 ▶ 時給1,050～1,300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、交通費規定支給、敷地内分煙

期　間▶ 2023年3月中旬～11月中旬
資　格▶ 高卒以上、未経験者大歓迎、車通勤でき

る方、業務経験者優遇（ゴルフ場、造園業）
給　与 ▶ 時給930～1,000円
時　間▶ 9:00～15:00の間で実働5h
休　日▶週2日以上（シフト制）
待　遇▶ 交通費規定支給、敷地内分煙

◆期間社員

◆正社員

期　間▶ 2023年4月上旬～11月中旬
資　格▶ 高卒以上、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960～1,020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、 

交通費規定支給、送迎業務手当有、敷地内分煙

入社日▶2023年4月1日 ※応相談
資　格▶ 専門学校・短大卒以上、未経験者歓迎、 

同業種経験者優遇
給　与 ▶ 月給185,000～200,000円
時　間▶ 6:00～20:00の間で実働8h（シフト制） 

※休憩1h、残業/月5h程度

◆期間社員/パートA
期　間▶ 2023年4月上旬～11月中旬
資　格▶ 高卒以上
給　与 ▶ ラウンド給9,000～11,000円 

★1日2ラウンド手当有 
※研修期間（時給930円/約1ヶ月）、見習期間 
　（ラウンド給7,500円、約20ラウンド）

時　間▶ 6:00～19:00の間で実働6.5h（シフト制） 
※休憩1h、残業/月20h程度 
［期間］月34ラウンド程度 
　　　（うち・1日2ラウンド約8回） 
［パートA］月30ラウンド程度 
　　　　　（うち・1日2ラウンド約4回）

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

費規定支給、敷地内分煙

◆パートB
期　間▶2023年4月上旬～11月中旬
給　与 ▶ 日給8,500～10,500円
時　間▶ 8:00～18:00の間で実働5h（シフト制）
休　日▶週2日以上　※土、日、祝日の勤務有
待　遇▶ 交通費規定支給、敷地内分煙

◆正社員
入社日▶2023年4月1日 ※応相談
仕　事▶ 労務管理･求人活動･社員研修･サスティナブル/

SDGs活動、総務・人事担当業務全般（一部、経理
補助業務を含む）

資　格▶ 専門学校･短大卒以上、車通勤可能な方、 
総務・人事担当経験者（3年以上）

給　与▶  月給185,000～250,000円 
時　間▶ 8:00～20:00の間で実働8h(シフト制) 

※休憩1h、残業/月10h程度

【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2023年度

・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
・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？
開園日/月～日曜日の週7日

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、敷地内分煙

◆正社員共通項目

◆期間社員 慰労金制度完備

慰労金制度完備

慰労金制度完備

保育園利用可能

キャディ&運営サービススタッフ
（冬期間はノーススノーランド（敷地内）で勤務）

入社2年目まで
千歳市内に限り送迎有

千歳 正 キャディ、フロント、総務期 キャディ、コース管理、ポーターパ コース管理、キャディ


