
2023 年 1 月 13 日（金） ちゃんと13

仕　事▶�野菜のカットやパック詰め、並び替え、値段付け等
期　間▶試用期間3ヶ月、雇用期間の定めなし
資　格▶�要普免、経験不問
時　間▶�8:00〜13:00、8:00〜17:00、�

13:00〜17:00�
※選択可、残業なし�
※時間は相談に応じます。

給　与▶�時給920円
勤　務▶�週4〜5日　※応相談
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、建物内禁煙
勤務先▶�ベジフル北海道　※業務スーパー千歳店内

（千歳市北信濃783-1）

業務スーパー 野菜コーナーでのお仕事です!

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

0123-25-5415 担当/内藤
受付/8〜17時

千歳市北信濃783-1㈱ベジフル北海道 店舗運営部

千歳 ア パ 野菜･果物売り場の管理全般

女性多数女性多数
活躍中!活躍中!

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶�カレー専門店でのホール業務（2名募集）
時　間▶�10:00〜20:00の間で実働7〜8h�

※休憩1h、残業なし
給　与▶�月180,000～200,000円 

※経験による
休　日▶週休2日、シフト制
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服貸

与、食事付き（無料）、賞与年2回（業績による）、
喫煙スペース有

入社祝い金 万円
支給！15

キタカレー 
釧路レストハウス(株)

カレーハウス

千歳市美々新千歳空港 ターミナルビル3F
担当:野田46-5637

千歳 正 ホール

心身ともに健康で、初めての方も歓迎

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�
③【大空ミュージアム・スーパーラウンジ内清掃】�
　19:30〜22:30　※実働3h�
※残業なし�※いずれも応相談

給　与▶�①②時給920円 ③時給1,000円 
※試用期間/時給920円

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

新千歳空港新千歳空港
清掃スタッフ清掃スタッフ
募集！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

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶�給食調理全般、衛生管理、調理員への衛

生教育、衛生帳票管理、報告書等の作成
資　格▶��管理栄養士、栄養士�※実務経験2年以上
給　与▶ 月給200,000円～　 

賞与年2回（150,000円/回）
時　間▶�7:00〜16:00（実働8h、休憩1h）�

※状況によっては延長の可能性有
勤　務▶週5日　　休　日▶�日・祝
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�

駐車場有、敷地内禁煙、制服貸与

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。

千歳市第2幼稚園 千歳市新富1丁目6－21千歳市第2幼稚園 千歳市新富1丁目6－21

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社
千歳営業所

勤務先

〒066-0028�千歳市花園5丁目7-3-103

★面接日・勤務開始日ご相談ください！

［担当］大野0123-42-1831

栄養士栄養士募集 !募集 !
千歳 契 栄養士

期　間▶即日〜雇用期間の定め無し
資　格▶�パソコンの基本的な操作ができる方、�

コールセンター経験者優遇
給　与▶�時給980円 （試用期間3ヶ月/時給950円） 

※スキルに応じてアップ有
時　間▶①9:00〜13:00�②9:00〜17:00�※シフト希望対応
勤　務▶①月〜金曜日�②週3〜5日　　休　日▶�土日祝�
待　遇▶�雇用保険、労災保険、車通勤可、�

交通費規定支給、社保有、館内喫煙ブース有

楽天市場・Yahoo!ストア・自社サイトなどのネットショップ
の受注業務。主に取引先のお客様とのメール及び電話対応。

仕事内容

株式会社

アドバンス
恵庭市恵み野北3丁目1-1�
恵庭RBPセンタービルE306
http://www.ec-advance.jp

21-8891【受付/10〜16時】�担当/末岡応募

新事業スタッフ増員の為急募!!
ネットショップ･プログラミングに興味が
ある方にオススメ！お仕事しながら学べます！

勤務
日数

相談可

恵庭 パ 受注業務

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!
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（小型トラック使用）
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

㈱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 炊飯業務及び配送

期　間▶6ヶ月毎の更新制
仕　事▶院内の日常清掃
給　与▶�時給920円
時　間▶�①7:00〜16:00�※実働7h、休憩2h　�

②7:00〜11:00�※実働3.5h、休憩0.5h�
※①②シフト制

勤　務▶�週2〜4日�※希望日数応相談�
★日曜日はお休みです。

待　遇▶�労災保険、雇用・社保完備（法定通り）、�
交通費規定支給、制服貸与、敷地内禁煙

勤務先▶千歳市東雲町1丁目11番

株式
会社

清掃スタッフ募集!!清掃スタッフ募集!!
未経験者もシニアも歓迎♪

まずはお電話ください。面接は千歳で行います。

札幌市中央区南1条
西7丁目12�都市ビル2F�

平日9〜18時
担当/小松011-271-5038応募

北光管理サービス

千歳 パ 日常清掃スタッフ
お仕事で使

う
お仕事で使

う

アレアレってなってな〜〜んだんだ
？？

大特価大特価

ドリップ吸収シートドリップ吸収シート
魚や肉等から滲みでる血や水分を吸収するた
めのシート。
食品が変色してしまったり、食感が悪くなるな
ど、品質の低下を防ぐ役割を担っています。

サッカー台サッカー台
購入者がレジでの会計後
に荷物を詰める作業をす
る為の台。
スポーツのサッカーとは
関係がなく、英語で袋を意
味する｢Sack(サック)｣に
erをつけた｢Sacker(サッ
カー)｣が由来です。

サ
ッ
カ
ー
台
と
ド
リ
ッ
プ
吸
収
シ
ー
ト 〒066-0075　千歳市北信濃776-11

くらしの輝き　手から手へ

まずはお気軽にお問合せください。
担当/小池0123-23-4251

資　格▶�未経験者歓迎
時　間▶8:20〜16:20（休憩80分）　※残業なし
給　与▶�月給170,000円～ 

◆クリーニング工場内での軽作業スタッフ

資　格▶扶養内勤務可能、未経験者歓迎
時　間▶�①8:20〜16:20（休憩80分）�

②8:20〜12:00�③12:50〜16:20�
※残業なし

給　与▶時給920円～ 

◆ パート

◆ 正社員

千歳 正 パ 軽作業スタッフ

《共通項目》
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶クリーニング工場での衣類仕分け、たたみ作業
休　日▶日曜、祝日、他
待　遇▶�各社会保険完備、交通費規定支給、車通勤

可、駐車場完備、クリーニング代優遇、�
喫煙ブース有

千歳市千代田町7丁目1789-3　千歳ステーションプラザ5F
医療法人社団 たけやま腎・泌尿器科クリニック

期　間▶6ヶ月毎の更新制�※原則更新
給　与▶�時給1,400～1,500円
時　間▶��月・火・水・金/�①8:15〜12:45�

②14:00〜17:00�
③8:15〜17:00

　　　　木・土/8:15〜12:45�
　　　　※時間選択可、応相談、残業なし
勤　務▶週3〜4日�※日数・時間・曜日等応相談
仕　事▶�外来・透析看護業務��

※�未経験の方にも技師（5名在籍）が�
親切丁寧にお教えします。

資　格▶�正看護師または准看護師
待　遇▶�社保完備（勤務時間による）、交通費規定支給、自

家用車通勤可(駐車場手当有)、クリニック内禁煙

011-551-7050
〒064-0912  
札幌市中央区南12条西15丁目4-3 池脇ビル 

「(株)北海道総合経営研究所　担当/人事労務顧問 山下宛」

写真付き履歴書をご郵送ください。 
応募に関することはお気軽にお問合せください。

学校行事参加・ 学校行事参加・ 
扶養範囲内扶養範囲内 OKOK

勤務時間 勤務時間 
応相談応相談

残業残業  
   なし！   なし！

千歳 パ 正・准看護師

グループホーム ぬくもりの里 
グループハウス ぬくもりの家

千歳市住吉
４丁目８番１４号

のあるケアに携わって
くれる仲間を募集
します♪
無資格の方を全力サポート!�無資格の方を全力サポート!�
働きながら資格取得を目指す新規職員に対し、働きながら資格取得を目指す新規職員に対し、
初任者研修費用全額負担初任者研修費用全額負担しちゃいます!しちゃいます!

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/9〜18時
（人事担当直通）

090-3399-5886

ぬくもり ［パート］介護職員
仕　事▶�日勤/お買い物や医療機関受診同行、身体ケア・食事入浴介

助、食事の調理等、夜勤/夕食の片付け、就寝準備手伝い、夜
間の見守り、朝食準備等

期　間▶長期
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1,300円～　※処遇改善費を含む 

初任者研修修了/時給1,050円～　※処遇改善費を含む 
無資格・未経験者/時給920円～

時　間▶�［日勤］①7:00〜16:00�②9:00〜18:00�③10:30〜19:30�
［夜勤］④18:00〜翌9:00��
※休憩1h、状況により残業の場合有�
★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

（100%消化可能）、車通勤可（無料駐車場有）、処遇改善賞与
（年2回支給）、正社員登用制度有、屋外喫煙スペース有

千歳 パ 介護 千歳・恵庭 契 タクシードライバー

千歳カントリークラブ
〒066-0005 千歳市協和814

http://www.chitosecc.jp/

スタッフスタッフ募集募集千歳カントリークラブ千歳カントリークラブ
2023年度2023年度

期　間▶�2023年4月1日〜11月30日�
※契約社員は1年毎の契約（更新有）

勤　務▶�シフト制
資　格▶�年齢不問、未経験者歓迎、経験者優遇、車

通勤できる方
待　遇▶�各種社会保険完備、制服貸与、車通勤可

（交通費規定支給）、受動喫煙対策有

共
通
項
目

0123-21-2301
電話連絡の上、写真付履歴書をご用意ください。委細面談にて。

受付/平日
9時〜16時

◆スタート業務［期間社員］
時　間▶�5:30〜18:30の間で実働8h�

※休憩1h、残業月10h程度
給　与▶�時給1,000円～
休　日▶�月8〜9日

◆調理師［期間社員］
時　間▶�6:30〜17:00の間で週40h�

※残業月10h程度
給　与▶時給1,300～1,500円
休　日▶月5〜7日

◆コース管理［期間社員］
時　間▶�5:00〜17:00の間で実働8h�

※休憩1h、残業月10h程度
給　与▶�経験者/時給1,100円～1,200円 

未経験者/時給1,000円～
休　日▶�月6〜8日

◆清掃［期間社員］
時　間▶�5:30〜18:00の間で4〜8h�

※6h以上勤務で休憩1h、残業月10h程度
給　与▶時給1,000円～
休　日▶月8〜10日

◆フロント業務［期間社員］
時　間▶�5:30〜18:00の間で実働4〜8h�

※6h以上勤務で休憩1h、残業月10h程度
給　与▶ 時給1,000円～
休　日▶�月8〜9日

◆副支配人候補［契約社員］
時　間▶�5:00〜19:00の間で実働8h�

※休憩1h、残業月30h程度
給　与▶ 月28～32万円 ※当社規定による
休　日▶�月8日�

◆料理長［契約社員］
時　間▶�5:30〜18:00の間で週40h�

※残業月30h程度
給　与▶月32～37万円 ※当社規定による
休　日▶月8〜9日

丁寧指導丁寧指導で で 
未 経 験の方も安心！未 経 験の方も安心！

千歳 契 副支配人候補、料理長期 スタート、調理師、フロント、清掃、コース管理

保安検査員/正社員・パート・アルバイト
仕　事▶�航空機を利用されるお客様の機内持込手荷物検査やチェックインカウンターでお預かりした預入手荷物検査業務。
期　間▶�正/雇用期間の定めなし�パ・ア/6ヶ月、更新有
資　格▶�正/学歴不問、年齢制限有（18歳以上64歳以下）�※省令1号定年年齢未満の労働の為�

パ・ア/学歴不問、年齢制限有（18歳以上）�※省令2号警備業務法
時　間▶�変形労働時間制�

正/6:00〜22:00の間で8ｈ※休憩1h、残業月/10h（繫忙期はこれ以上になる可能性有）�
パ・ア/6:00〜22:00の間で4ｈ※休憩なし、残業月/10h（繫忙期はこれ以上になる可能性有）

給　与▶�正/月給180,000～200,000円（経験による） パ/時給1,100円 ※資格手当有空港保安検定1級20,000円、2級10,000円
休　日▶�週休2日制�正/4週8休のシフト制、6ヶ月から有給休暇10日、年間108日�パ・ア/週休2日制、応相談有
勤務先▶�千歳市美々新千歳空港ターミナルビル内

施設常駐警備員/契約社員・パート・アルバイト
仕　事▶�国際線ターミナルビル内巡回、防災センターでの防犯・防災監視、�

関係者専用口の受付対応になります。日中は10名、夜間は4名態勢です。
期　間▶6ヶ月、更新有
資　格▶�学歴不問、年齢制限有（18歳以上）�※省令2号警備業務法
時　間▶�変形労働時間制�

契/①9:00〜翌8:59（休憩4h、仮眠4h）②9:00〜18:00（休憩1h、繫忙期残業有）③21:00〜翌9:00（休憩4h）
　　　　パ・ア/�①9:00〜18:00�②13:00〜22:00�（休憩1h、繫忙期残業有）�※短時間勤務可
給　与▶ 契/ 月給170,000円～(深夜割増は含まず勤務した分計上) 

試用期間3ヶ月/日給①16,000円②③8,000円(深夜割増は含まず勤務した分計上)
　　　　パ・ア/時給1,000円
休　日▶�契/週休2日制�（ローテーション勤務）、6ヶ月から有給休暇10日、年間107日�パ・ア/週休2日制、応相談有
勤務先▶�千歳市美々新千歳空港ターミナルビル内

航空機監視員/契約社員・パート・アルバイト
仕　事▶�航空機に不審な荷物が持ち込まれたりしてないか、�

停まっている航空機周辺の監視。
期　間▶6ヶ月、更新有
資　格▶�学歴不問、年齢制限有（18歳以上）�※省令2号警備業務法
時　間▶�変形労働時間制、7:00〜22:00の間で8h、又は応相談（休憩、繫忙期残業有）
給　与▶時給1,000円
休　日▶�契/週休2日制�（ローテーション勤務）、6ヶ月から有給休暇10日、年間107日��

パ・ア/週休2日制、応相談有
勤務先▶�千歳市美々新千歳空港ターミナルビル

《共通項目》
待　遇▶�各種保険完備（パ/保安検査員、労災のみ）、制服貸与、昇給有・賞与有（保安検査員のみ）、交通費実費支給（上限

40,000円）、新任研修期間の20hは時給920円、終了後は同条件、育児休暇有、資格取得制度有、正社員登用制度有

千歳市美々�新千歳空港国際線ターミナルアネックスビル�1F
株式会社KSP・EAST札幌支社

まずはお気軽にお問い合わせください。 0123-46-5933 担当/原田

新千歳空港で働こう！新千歳空港で働こう！
警備のお仕事です！警備のお仕事です！

千歳 契 パ ア 航空機監視員、施設常駐警備員正 パ ア 保安検査員


