
2023年1月20日（金） ちゃんと13

期　間▶︎�2023年3月31日まで
仕　事▶︎�玉葱・馬鈴薯等、�

野菜の選別・カット等の加工業務
資　格▶︎�未経験者歓迎
給　与▶︎�時給930円
時　間▶︎�8:45〜17:00の間で応相談�

※フルタイム/休憩1.5h�
※残業月0〜10h

勤　務▶︎�週3〜6日で日数応相談��
※日曜日はお休みです。

待　遇▶︎�車通勤の方は交通費規定支給、喫煙室有�
※�8:45〜17:00まで勤務の方に限り、�
JR千歳駅からの送迎有

〒066-0051
千歳市泉沢1007-134

青果物卸売り
株式会社北泉

28-2695応
募 担当/七島

受付/平日9〜18時

★�開始・終了時間�
も応相談！

★�急なお休み�
にも対応可

千歳 パ 野菜の選別・加工

期　間▶︎即日〜3/31　その後1年毎の更新制
給　与▶︎�一般/時給930円　高校生/時給920円〜
時　間▶︎�8:00〜13:00
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、屋外に喫煙スペース有

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

共通項目

◆青果 ◆品出し◆惣菜

 日数・休日
応相談！

恵庭 ア パ 店内業務
たくさん働きたい!�
扶養内勤務希望! 日数応相談

千歳市千代田町2-2-10
ホテルウィングインターナショナル千歳

0123-24-2111まずはお気軽に
お電話ください。

担当
金子

千歳 パ ホール・キッチンスタッフ

 ◆ホール・キッチン

Wワーク�Wワーク�
OK!OK!

仕　事▶︎�ホール/ホテル内レストランでの�
　　　�お客様のご案内や食事の補充等��
キッチン/朝食の簡単な調理

時　間▶︎�ホール/4:30〜11:00��
キッチン/4:30〜10:00�
※残業なし、休憩0.5h

期　間▶︎1年毎の更新　　　資　格▶︎未経験者歓迎
給　与▶︎時給1,000円〜�※早朝手当有
勤　務▶︎週3〜4日�※応相談
待　遇▶︎�社保完備（勤務による)、交通費規定支給、車通勤

可、エプロン貸与、受動喫煙対策有

まずはお電話ください。面接は勤務先で行います。まずはお電話ください。面接は勤務先で行います。

期　間▶︎試用期間3ヶ月、以降6ヶ月又は1年毎の更新
仕　事▶︎�新千歳空港内のオフィス、廊下、トイレ等の清掃
給　与▶︎�時給920円
時　間▶︎�①9:00〜12:00　②13:00〜16:00�

※実働3h、残業なし
勤　務▶︎週4〜5日　※シフト制
待　遇▶︎�交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、施設内分煙
勤務先▶︎�新千歳空港ターミナルビル（千歳市美々）

時給
920円

札幌市中央区北5条西2丁目5
JRタワーオフィスプラザさっぽろ16F三幸㈱北海道支店

011-261-8753

新千歳空港新千歳空港清掃清掃
未経験者歓迎!　車通勤可!

千歳 ア パ 清掃

期　間▶︎1年毎の更新制　※長期
時　間▶︎�8:00〜13:00、13:00〜17:00
給　与▶︎�時給920円
勤　務▶︎�週2〜6日　※応相談
待　遇▶︎��制服貸与、車通勤可、社保・雇保完備、�

正社員登用の途有、店内禁煙、�
福利厚生制度有�
（飲食店・カラオケ店等の特別割引優遇）

まずはお気軽にお電話ください。

担当/井上応募 26-2096
セブンイレブン千歳北栄店
㈱いのうえ 千歳市北栄2丁目24-5

学生さんから主婦（夫）さんまで学生さんから主婦（夫）さんまで

幅広く募集中！幅広く募集中！

千歳 ア パ 店内業務全般

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▶︎長期（1年毎に更新）
資　格▶︎年齢・学歴・経験不問
給　与▶︎時給1,000円〜
勤　務▶︎�週3〜5日�

※シフト制、日数・曜日応相談

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

空港おみやげ店スタッフ募集!!
千歳 パ 店内業務

期　間▶︎雇用期間の定めなし
仕　事▶︎�コープさっぽろの宅配システム「トドック」

の商品仕分けと配送車への積込み作業
資　格▶︎�主婦（夫）・シニア歓迎
時　間▶︎7:00〜9:30　※出勤時間要相談
給　与▶︎�時給945円　※祝日勤務は時給＋30円�

※試採用期間3ヶ月/時給920円
勤　務▶︎週5日　　　
休　日▶︎土曜、日曜
待　遇▶︎�各社保完備（試採用終了後）、車通勤可、�

交通費規定支給、制服貸与、�
慶弔見舞金等共済会、構内全面禁煙

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

〈受付〉月〜金/9〜21時　�土/9〜18時　※日曜休み
0120-502-112トドック

コールセンター
■生活協同組合　〒066-0077 千歳市上長都3-1

コープ宅配システム
トドック千歳センター

朝朝のの時間時間をを

有効活用有効活用
しませんか？しませんか？

20〜50代の 
方が活躍中!

主婦（夫）、シニア、
未経験者大歓迎！

千歳 ア パ 仕分け・積込みスタッフ

電話連絡の上、写真付履歴書を�
お持ちいただくかご郵送ください。

担当/�尾田0123-26-1155
千歳市千代田町
6丁目1番地千歳エアポートホテル

時　間▶︎�①8:00〜17:00　②12:00〜21:00�
※実働8h　※①②シフト制�
※状況により残業の可能性有

給　与▶︎月175,000円〜
休　日▶︎月8日�シフト制　年間休日100日
待　遇▶︎�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、無料

駐車場完備、制服貸与、賞与年2回、有給休暇、
館内分煙

時　間▶︎�8:00〜21:00の間で実働5h〜�
※8〜13時、16〜21時など土曜勤務も可�
※状況により残業の可能性有

給　与▶︎�時給950円〜�
※研修期間14日間/時給920円

勤　務▶︎�週3日〜　※希望応相談　土日休みも可
待　遇▶︎�雇用・労災保険、車通勤可、�

無料駐車場完備、制服貸与
《共通項目》
期　間▶︎雇用期間の定めなし
仕　事▶︎�チェックイン・チェックアウト、�

予約受付業務
資　格▶︎未経験者歓迎、ブランクOK

スタッフ募集中！スタッフ募集中！スタッフ募集中！ 未経験者大歓迎　毎月希望休有
◆日勤フロントスタッフ（正社員）◆日勤フロントスタッフ（パート）

千歳 正 パ ホテルフロントスタッフ

事務スタッフ募集!!正社員 女性スタッフが
丁寧にお教えします☆

担当/對馬受付/8〜17時 090-3118-9070
まずはお電話ください！

勇払郡安平町
追分弥生539ｰ2�㈱鋼商

期　間▶︎雇用期間の定めなし
仕　事▶︎受発注業務、電話・来客対応、PC入力作業等
資　格▶︎未経験者歓迎、PC入力可能な方
給　与▶︎�月給200,000円〜
時　間▶︎�8:00〜17:00�

※休憩1h、残業/月20〜25h程度
休　日▶︎日・祝、他会社カレンダーによる
待　遇▶︎�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

有給休暇、受動喫煙対策有

�0145-25-3111

安平 正 事務

約80%の社員が 
安平町以外から 
通勤しています。

（千歳・恵庭・札幌・ 
江別・苫小牧他）

おだやかな環境で、 
車通勤も快適です♪

◆�コンクリート及び金属製品の�
加工販売をしている会社です 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

給　与▶︎�時給960円
時　間▶︎�①10:00〜15:00�

�②10:00〜19:00�※休憩1h
勤　務▶︎シフト制、週3日〜もOK
勤務先▶︎我汝会えにわ病院

◆厨房（調理補助） 《扶養内パート》

給　与▶︎�①時給930円�②③時給960円
時　間▶︎�①8:00〜12:00�

　（8:00〜18:00のフルタイムも可）�
②③18:00〜22:00

勤　務▶︎�週3日〜OK（シフト制）
休　日▶︎�①日祝�②③土日祝��

※+シフト指定日
勤務先▶︎我汝会えにわ病院

給　与▶︎�時給930円
時　間▶︎�8:00〜12:00
休　日▶︎土日祝+シフト指定日

◆ ①昼清掃 ②夜清掃 ③手術室清掃

◆ サッポロビール北海道工場 清掃 《扶養内パート》

共
通
項
目

期　間▶︎1年毎の更新
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、職場内禁煙 フルタイム勤務も可フルタイム勤務も可

清掃員・調理員募集
恵庭 パ 清掃、調理補助

保育職員・ドライバー募集！

《共通項目》
待　遇▶︎�交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場有)、事業所内保育所利用可（保育料無料）、試用期間

6ヶ月、正社員登用制度有、屋内禁煙【正社員】各社保完備、【準職員】各社保完備、正社員登用
制度有�【パート】労災保険有

勤務先▶︎��島松もみじ保育園/恵庭市南島松6-1�千歳みどりの保育園/千歳市大和4丁目2-4

期　間▶︎1年毎の更新制（原則更新）
仕　事▶︎�ワゴン車・マイクロバスを使用し、通院などの送迎（主に恵庭市内、近隣）、�

車両管理（洗車・車内清掃・給油等）※遠足等で運転をお願いする場合有
資　格▶︎�中型免許（限定解除）もしくは大型自動車免許大型バスの運転・送迎業務経験あれば尚可
給　与▶︎時給920〜1,250円
時　間▶︎8:00〜17:00の間で実働3h程度�※時間外なし
勤　務▶︎週5日程度

期　間▶︎雇用期間の定めなし
仕　事▶︎�保育業務（季節行事の企画・実施、制作の準備、実施、片付け、清掃等）
資　格▶︎�59歳以下（定年を下回る募集の為）、保育士資格・保育業務経験あれば尚可
給　与▶︎�月額175,000〜205,000円+資格手当12,000円+�

処遇改善手当5,000〜40,000円+住宅手当5,000〜10,000円
時　間▶︎7:00〜19:00の間で実働8h�※休憩1h、時間外なし
休　日▶︎シフト制、月8〜9日�※年間休日107日�※勤務時間、日数により準職員・パートも応相談

勤務先    島松もみじ保育園/恵庭市南島松6-1 
千歳みどりの保育園/千歳市大和4丁目2-4

ブランクある方も歓迎します！

送迎運転手（パート）

保育職員（正職員）

社会福祉法人いちはつの会
恵庭市南島松6-4 http://www.midorino.jp

■千歳・恵庭地区施設系サービス
受付/�月〜金�

9〜17時

電話連絡の上、履歴書をご郵送ください。 担当/畠中 

0123-36-1351

千歳・恵庭 正 保育パ 送迎

まずはお気軽に
お電話ください。

期　間▶︎雇用期間の定めなし
仕　事▶︎�食材の仕込みや洗い場などの�

業務。家庭料理程度ができればOK。
資　格▶︎経験不問、主婦（夫）歓迎
時　間▶︎�①9:30〜14:30（実働5h）　�

②14:30〜19:00（実働4.5h）�
※応相談　※残業なし

勤　務▶︎週3〜5日　※火曜日定休
給　与▶︎時給920円〜
待　遇▶︎�交通費規定支給、車通勤可、�

制服貸与、まかない付き、店内禁煙

千歳市清水町2丁目25
（新川通り沿い）

23-4307担当/岡田

ブランクブランク
OK!!OK!!

シニアシニア
歓迎!!歓迎!!

料理好き料理好き

ほかほか弁当 ほかほか弁当 千歳店千歳店

の方の方
大歓迎!!大歓迎!!

千歳 ア パ 厨房スタッフ

自家用車での通勤OK

クラーク�カントリークラブ

CCllarkark C Countryountry C Cllubub 20232023
年度年度 スタッフ募集スタッフ募集

期　間▶︎2023年4月初旬〜11月下旬
時　間▶︎�①、④〜⑧平日/7:30〜15:30�

土日祝/7:00〜15:00�
※休憩1h、残業/月10h程度�
※繁忙状況による

休　日▶︎シフト制
待　遇▶︎�各社保完備、制服貸与、クラブバスにて送迎

有、車通勤可（交通費支給）、施設内分煙

共通項目

�電話連絡の上、右記住所に写真付履歴書をご郵送ください。

クラーク カントリークラブ
〒061-1266�北広島市三島113番地1

011-377-3131011-377-3131

仕　事▶︎予約受付、電話対応等
給　与▶︎時給1,000円〜　　　
休　日▶︎土日祝

④予約受付（期間社員・アルバイト）

仕　事▶︎調理補助、洗い場等　　　
給　与▶︎時給920円〜

⑦調理補助（アルバイト）

③ホールスタッフ（期間社員・アルバイト)

仕　事▶︎ハウス内の清掃　　　
給　与▶︎時給920円〜

⑧清掃（アルバイト）

仕　事▶︎ゴルフバッグの荷受け・積込み作業
給　与▶︎時給1,000円〜

⑥ポーター（アルバイト）

②コース管理（期間社員・アルバイト）

仕　事▶︎受付、精算業務　　　
給　与▶︎時給1,000円〜

⑤フロント（期間社員・アルバイト）

※地域・職種によって異なります。クラブバスにて送迎有

仕　事▶︎レストランでのホール業務
時　間▶︎�平日7:30〜15:30　�

土日7:00〜15:00　※休憩1h、残業有
給　与▶︎時給1,000円〜　　　休　日▶︎シフト制

仕　事▶︎コース整備
時　間▶︎�【日勤】平日/6:30〜15:00　�

　　　土日/5:30〜14:00�
　　　※休憩1.5h　※残業/月20h程度�
【早朝】5:30or6:30〜3h

給　与▶︎�日勤/日給7,700円〜�
早朝/時給1,200円〜

★�屋外で密にならない環境です。�
ゴルフ未経験の方や学生さんも大歓迎！

①キャディ（期間社員・アルバイト）
仕　事▶︎キャディ業務
給　与▶︎�日給8,000円〜�

※研修期間（3〜4週間程度有）
　時給1,000円

研修制度研修制度
充実で安心!!充実で安心!!

北広島 期 ア コース管理、キャディ、ホール、フロント、予約受付ア ポーター、調理補助、清掃


