
2023 年 1 月 20 日（金）ちゃんと 12

千歳市新富1丁目7-5
 平和ビル1F

22-7400【受付時間/9〜16時】応 募

期　間▶雇用期間の定めなし
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、PC操作が 

可能な方、定年60歳
時　間▶ 8:30〜17:00　※実働7.5h　 

※休憩1h、残業なし
休　日▶ 土日祝、年末年始（12/30〜翌1/3） 

※年間240日の勤務です。
給　与▶ 月150,000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、昇給有、賞与有、事務所内禁煙

正社員 事務スタッフ募集
残業なし!
お休みも
充実！

千歳 正 一般事務

札幌市中央区南7条西10丁目1029
株式会社ベルックス 警備事業本部

期　間▶ 即日〜3/31、その後1年毎の更新　※長期
仕　事▶ 商業施設での警備・受付業務、 

出入管理、巡回業務等
資　格▶ 未経験者歓迎
時　間▶ ①6:30〜15:15　※実働7.75h 

②14:45〜23:30　※実働7.75h 
③17:30〜23:30　※実働5h 
※休憩1h、残業なし

給　与▶ 時給930円　※22時以降深夜割増有
休　日▶ シフト制　※勤務日数応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、労災保険、制服貸

与、法定教育20h有(時給920円)、敷地内分煙
勤務先▶千歳市千代田町

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

011-531-4411担当/ 羽田野 
大谷

施設警備員施設警備員
募集！募集！

千歳 パ 施設警備

期　間▶即日〜令和5年3月31日（更新の可能性有）
資　格▶ 普通自動車免許、介護福祉士又は介護職員初任者

研修修了（旧ヘルパー2級）以上
給　与▶ 週5日勤務/時給1,260円〜 

週4日勤務/時給1,220円〜 
※いずれも処遇改善手当を含む

時　間▶規定による ※残業無
勤　務▶ 週４〜5日（応相談） ※シフト制
待　遇▶ 年1回一時金支給、昇給制度有、介護福祉士手当、

通勤・車両借上手当、その他社保加入可能（時間数
による※希望者のみ）、敷地内全面禁煙

★有給を取得しやすい！
★1年以上、離職者ナシ！長く働ける環境です。
ご自宅を訪問し､買い物･掃除･移動等を行うお仕事です。

〒061-1446恵庭市
末広町125番地1

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

時間相談
できます♪

担当/笹川まずはお電話ください。  0123-33-1120

ホームヘルパー募集!
恵庭 パ 訪問介護員

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

事業許可番号/労働者派遣事業 
派 13-010538有料職業紹介13-ユ-010554

千歳市幸町6丁目18-3 
千歳駅前ビル2Fランスタッド株式会社 千歳支店

（受付時間/9:00〜18:00）

050-1744-6601

フォークリフト作業
仕　事▶ ケースを搬入したり、部品を 

取りつけたりする工場作業。
時　間▶ 8：30〜17：00（休憩45分、実働7.75h） 

※残業１〜2h程度/日
給　与▶時給1,200円
休　日▶土日祝、他会社カレンダー
資　格▶ フォークリフト運転資格 

※未経験可、入社後の資格取得可
勤務先▶千歳市

料理の盛りつけ
仕　事▶ 工場内で簡単な食材カット、料理や果

物を容器に盛りつけるだけ！
時　間▶ ①5:00〜14:00（休憩60分・実働8h) 

②7:30〜16:30（休憩60分・実働8h） 
※時間帯が選べます。残業なし。

給　与▶①時給1,300円 ②時給1,100円
休　日▶シフトによる週休2日
勤務先▶千歳市

【共通項目】
期　間▶即日〜長期（3ヶ月以上）
待　遇▶ 各種社会保険完備、無料駐車場完備 

交通費支給、屋内禁煙（喫煙場所有） 
※委細面談にてお伝えします。

洗車・簡単な点検
仕　事▶ 洗車、拭き上げ、ウォッシャー液の 

補充、空気圧の確認など。
時　間▶ 9:00〜18:00（休憩60分・実働8h) 

※残業月平均20h程度
給　与▶時給1,250円
休　日▶日祝、他シフトによる週休2日
資　格▶普通自動車免許（AT限定可）
勤務先▶恵庭市

あなたにピッタリ！のお仕事探しをお手伝い☆

WEB応募は24時間受付中!!

お仕事の詳細
求人検索はこちら▶︎

千歳・恵庭 派 フォークリフト作業、洗車・点検、盛りつけ

まずはお気軽にお電話ください。 27-0911
千歳市北斗
4丁目13-20

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 生活情報紙｢ちゃんと｣の広

告・企画営業（既存の取引先
の訪問及び新規開拓）、顧客
管理業務（データ入力）

資　格▶ 要普免、千歳・恵庭市内在住の方、 
エクセル操作できる方

給　与▶ 月220,000〜420,000円 
※ 基本給150,000円+職務手当
（残業10h含む）70,000円＋
業績給

時　間▶ 9:00〜18:00（休憩95分） 
※月曜日は、若干の残業がありま
す。（月平均4〜10h程度）

休　日▶ 日曜日、隔週土曜日 
（4週月は2回、5週月は3回）

待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、昇給・
賞与有（業績による）、車通勤可、試用
期間1〜3ヶ月位有、敷地内禁煙

営業スタッフ募集正 社 員 あ
な
た
の「
好
き
」を

活
か
し
ま
せ
ん
か
？

千歳・恵庭 正 営業

パーラー恵み野

まずはお気軽にお電話ください。 
面接には写真付履歴書をお持ちください。

 0123-36-4114
恵庭市恵み野西1丁目4番
受付/平日9〜17時

◆ 駐車場スタッフ/北広島市
仕　事▶ 駐車場のゴミ拾い・分別等、その他、 

店内床のモップ拭き
給　与▶時給920円
時　間▶ 7:30〜11:00 

※休憩15分、基本残業なし
勤　務▶週3日程度

《共通項目》
期　間▶雇用期間の定めなし
資　格▶ 未経験者歓迎
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、車通勤可、 

受動喫煙対策なし
勤務先▶ 恵庭市恵み野西1丁目4 

北広島市中央3丁目6-1

仕　事▶ アミューズメント施設内の厨房にて、 
簡単な調理業務

給　与▶時給960円
時　間▶ 9:00〜15:00の間で3〜5h程度 

※休憩15〜30分、基本残業なし
勤　務▶週2〜4日

◆ 厨房スタッフ/恵庭市

スタッフスタッフ募集募集!!駐車場 厨房 時間
応相談

恵庭・北広島 パ 清掃、厨房

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▶正/4週8休のシフト制、6ヶ月からの有給休暇10日、年間108日 パ・ア/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）、昇給有・賞与有（保安検査員のみ）、制服貸与、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

6ヶ月以上の長期勤務者は
6月・12月に一時金支給!!

時　間▶�7:30〜22:00（実働8h〜応相談）
給　与▶ 時給1,130円〜
資　格▶�要大型免許、未経験者歓迎  

※70歳定年雇い止め 
★これからも長く働きたい方大歓迎!!

勤　務▶週4日〜応相談

仕　事▶新千歳空港店カウンターでの受付業務
時　間▶ 8:00〜21:00の間で実働4h〜（6h以上勤務で休憩1h）

※残業有 ※冬季営業時間変更有
給　与▶ 時給1,010円〜（試用期間/時給1,000円）
資　格▶要普免、英会話出来る方歓迎、未経験者歓迎
勤　務▶週2日〜応相談

《共通項目》
期　間▶即日〜雇用期間の定めなし
待　遇▶交通費全額支給、社保完備、敷地内全面禁煙

27-412327-4123応 募

千歳市柏台南2丁目2番5新千歳空港店

◆ カウンタースタッフ

交通費
全額全額支給

短期・長期どちらもOK 時間・日数応相談
◆ 送迎バスのドライバー（大型免許保持者）

【受付/9〜18時】担当/松井
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千歳 パ 送迎バスドライバー、カウンタースタッフ

管理業務管理業務
スタッフスタッフ募集！募集！

北海道東急ビルマネジメント㈱
千歳・苫小牧営業所

〒066-0027 千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F

担当/
スズキ 0123-22-1090

正
社
員

応募履歴書と職務履歴書を送付ください。 
HPからも応募できます。

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 千歳・恵庭市内や胆振・日高エリアの現場管

理及びスタッフの労務管理
資　格▶ 普通自動車免許、PC（word、excel）、 

44歳以下（省令3号のイ）
給　与▶ 月給175,000〜200,000円  

※試用期間3ヶ月（同条件）
時　間▶9:00〜18:00（36協定有） ※休憩1h
休　日▶土日祝（状況により休日出勤有）
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、賞与有、残業手

当、退職金制度、事務所内禁煙
勤務先▶ 千歳・苫小牧営業所 

(千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F)

千歳 正 管理業務スタッフ

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

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 決まったルートのお客様のもとへ、当社製品（容器や袋など）を社有車で配送 

(配送エリア/千歳・恵庭）、伝票整理などの事務作業等
資　格▶ 要普通免許（AT限定可）、学歴・経験不問、ブランク・未経験・新卒OK
給　与▶ 基本給158,000円〜+固定残業代31h分/37,000円 

※固定残業代は残業がない場合も支給し、超過分は別途支給 ※試用期間3ヶ月/日給7,500円〜
時　間▶ 8:30〜18:00 ※休憩1.5h ※残業/月5〜10h程度
休　日▶ 週休2日、祝日、GW・お盆・年末年始 ※年に数回、土曜日出勤有 ※年間休日117日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、昇給・賞与有、決算手当・燃料手当・食事補助有 

（月3,500円迄、弁当代補助）、退職金制度有、有給休暇、受動喫煙対策有
お電話の上、写真付き履歴書をお持ちください。

千歳市朝日町5丁目28-20123-40-1070
株式会社ナカヤマ 千歳営業所

担当/西川 ●包装・衛生資材の総合商社

未経験者歓迎！
ご応募お待ちしています！

千歳 正 物流スタッフ

物流スタッフ募集！物流スタッフ募集！

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▶ ①7:00〜16:00 ②8:00〜17:00 

※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

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶給食調理業務全般
資　格▶学歴・資格・年齢不問、経験者優遇
給　与▶時給950円
時　間▶ ①8:00〜11:30 ②8:00〜15:00 

③7:30〜16:00 ④8:30〜14:00 
※残業なし、②③④休憩1h

勤　務▶ 月〜土（週4日程度） ※規定シフトでの交代制
休　日▶日曜・祝日 
待　遇▶ 交通費規定支給、昇給有、有給休暇、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
勤務先

千歳市立認定こども園ひまわり 千歳市新富2丁目4-60千歳市立認定こども園ひまわり 千歳市新富2丁目4-60
勤務先

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 〒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！

栄養士/契約社員 給食調理員/アルバイト・パート

［担当］大野0123-42-1831

千歳 契 栄養士ア パ 給食調理員


