
2023年1月20日（金）ちゃんと 8

清掃スタッフ

千歳市青葉5丁目6-10ホテル サブリナ

期　間▶︎雇用期間の定めなし
仕　事▶︎客室清掃、備品補充
給　与▶︎�時給980～1,000円　�

※22時以降/時給1,225円～
時　間▶︎�①平日/18:00～24:00�

　土日祝/7:00～24:00の間で6h程度�
②平日・土日祝/22:00～翌7:00　�
　※休憩0.5～1h　※残業なし

勤　務▶︎土日含む週3日程度
待　遇▶︎�車通勤可、エプロン貸与、労災保険有、�

雇用保険有（条件有）、休憩室禁煙

26-7730まずはお電話ください。

時間時間
応相談応相談

土日のみ土日のみ
0K!0K!

千歳 パ 清掃

千歳市新富3丁目11-7千歳市真々地2丁目1-5

期　間▶︎1年毎の更新制
勤務先▶︎�①ファミリーマート�千歳インター店�

②ファミリーマート�千歳新富3丁目店�
※お選びください

資　格▶︎�未経験者・長期勤務できる方歓迎
時　間▶︎�①千歳インター店/17:00or18:00～21:00�

②新富店/17:00or18:00～22:00�
※土日祝は1日4h～で応相談　※残業なし

給　与▶︎�時給920円
勤　務▶︎週1日～
待　遇▶︎��社保完備、制服貸与、交通費一部支給、�

車通勤可、受動喫煙対策有
電話連絡の上、写真付履歴書お持ちください。

0123-49-7452 担当/金子（千歳インター店）

千歳新富3丁目店千歳インター店
ファミリーマート 

WワークOK!WワークOK!未経験者歓迎!未経験者歓迎!

千歳 ア 店内業務全般

千歳市上長都1160-21トライフード（株）

まずはお電話ください。面接日時・勤務開始日は相談に応じます。

0123-29-3320応募

期　間▶︎長期
仕　事▶︎�手作業での野菜のカット、移動補助�

及び工場内作業全般
資　格▶︎未経験者歓迎、経験・資格不問
給　与▶︎時給920円
時　間▶︎�8:00～17:30�※休憩1.5h�※残業なし
勤　務▶︎�週3～6日�※希望応相談�※日曜日休み
待　遇▶︎�交通費規定支給、車通勤可、服装自由、送迎有、�

社員登用制度有、喫煙所有

野菜カット・箱詰め作業
★送迎します!! ★日数応相談!
千歳 ア パ 工場内作業

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!

時　間▶︎�16:00～19:00（実働3h）�※残業月0～5h
休　日▶︎日曜日　※週2～3日勤務
待　遇▶︎施設内禁煙

◆新富1丁目3-5/デイサービス�※車通勤可

時　間▶︎�16:00～18:30（実働2.5h）�※残業月0～5h
休　日▶︎日曜日　※週2～3日勤務
待　遇▶︎施設内禁煙

◆流通3丁目/デイサービス�※車通勤可

時　間▶︎�5:00～9:00（実働4h）　※残業月0～5h
休　日▶︎土曜日・日曜日・祝日　
待　遇▶︎敷地内禁煙

◆北光2丁目/院内

時　間▶︎�7:00～16:00（実働7h）、7:00～11:00（実働4h）�
※�残業月0～10h

勤　務▶︎月20日程度�※日数時間応相談
待　遇▶︎敷地内分煙、喫煙スペースの清掃有

◆新千歳空港/国際線ターミナル

Wワーク Wワーク 
  OK！  OK！

期　間▶︎�雇用の定めなし�※65歳以上は1年更新
給　与▶︎時給920円　　待　遇▶︎交通費規定支給

共通
項目

千歳市美々新千歳空港内�ターミナル�アネックスビル2F

受付/9〜17時
※日・祝を除く

■総合施設管理 千歳支店日興美装工業㈱

まずはお電話の上、面接の際に写真付履歴書をお持ちください。

0123-22-11710123-22-1171

清掃清掃 スタッフスタッフ募集中募集中
＼千歳市内のお仕事です♪千歳市内のお仕事です♪／

千歳 ア パ 清掃

【千歳市美々】荷物の仕分け
期　間▶︎�即日～長期
資　格▶︎�土日勤務できる方歓迎、�

自力通勤できる方
給　与▶︎�時給1,000円��

※22時以降/時給1,250円
時　間▶︎�20:00～24:00（実働4h程度）�

※残業なし
勤　務▶︎週2日～�★WワークOK
待　遇▶︎�労災保険、週払い可、車通勤可、無料駐

車場完備、服装自由、受動喫煙対策有

WワークOK!WワークOK!
1,0001,000円円

★服装自由! ★週2日〜OK!!

時
給

有限会社 ロジスパワー

まずはお電話ください。
写真付履歴書を持って面接にお越しください。

26-357026-3570
080-5729-7602080-5729-7602（土日祝/千葉）

【受付/月～金�9時～18時】

千歳市東雲町
1丁目9-6

千歳 ア 荷物の仕分け

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。

千歳市学校給食センター 千歳市流通3丁目1-11千歳市学校給食センター 千歳市流通3丁目1-11

栄養士栄養士 募募 集集

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

勤務先勤務先

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
給　与▶︎�月給180,000円～
時　間▶︎�7:30～16:30（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▶︎�土・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

〒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］荒川070-4510-0065

千歳 契 栄養士

❶歯科衛生士/正社員
資　格▶︎�専門学校卒以上�

★今春卒業予定の方、�
���ブランクがある方も大歓迎

給　与▶︎�月給210,000円～
❷歯科衛生士/パート
資　格▶︎歯科衛士、経験者優遇
給　与▶︎�時給1,300円～
❸歯科助手・受付/パート
資　格▶︎�未経験者OK、経験者尚可
給　与▶︎�時給1,050円～
《共通項目》
期　間▶︎雇用期間の定めなし
時　間▶︎�正/9:30～19:00（月～金曜）�

���（水曜、土曜は13:00まで）�
パ/①9:00～13:00�②15:00～19:00

休　日▶︎�週休2日制（日、祝、土、水午後）
待　遇▶︎�昇給年1回、交通費全額支給、制服貸与、車

通勤可、試用期間2ヶ月有、社保完備、賞与
年2回、敷地内禁煙

勤務開始日応相談♪勤務開始日応相談♪

医）住吉歯科医院 千歳市住吉3丁目14-14千歳市住吉3丁目14-14
http://sumi-dc.net/

採用係0123-23-7005応募

千歳 正 パ 歯科衛生士パ 助手・受付

http://www.youbee.jp/

千歳市日の出1丁目1-41
有限会社 優美（ゆうび）

0123-22-55110123-22-5511info@youbee.jpinfo@youbee.jp

資　格▶︎�介護福祉士または初任者研修修了者、�
介護員2級、他無資格者可

給　与▶︎�介護福祉士/月193,000円～�
初任者・介護員2級/月188,000円～�
資格無/月182,000円～�
（�手当込み、夜勤4回として計算していますが、�
月5回の可能性が高いです。）

時　間▶︎�①6:30～15:00　②8:45～17:15��
③11:00～19:30　④17:00～翌9:00�
（①～④のローテーション）　※残業なし

期　間▶︎1年毎の更新制　※原則更新
仕　事▶︎入居者様の日常生活の介助、他
休　日▶︎��シフト制　※正職員の休日は月平均10日です。
待　遇▶︎�社保完備、マイカー通勤可、福利厚生RELOCLUB、昇給有、退職

金積立(正職員)、資格取得応援受講料会社負担（今年度外部研修
予定：障がい者基礎、サビ管、認知症基礎、認知症実践者、介護福祉
士実務者）、年末年始手当有、交通費規定支給、施設内禁煙

障がい者手帳をお持ちの方が暮らす 
グループホームです

グループホーム 

bee
★ プリセプターシップで業務支援します★ プリセプターシップで業務支援します

グループホーム 

ゆうび
認知症をお持ちの方が暮らすグループホームです

介護
職員

福祉
職員

1名

1名

担当:山崎担当:山崎

千歳 契 福祉職員、介護職員

0120-095-0120-095-350350
当社HPお問合せフォーム
からも応募できます。

https://speed-hokkaido.jp/

スピード北海道株式会社

③調理スタッフ
仕　事▶︎�調理
資　格▶︎��調理師免許保持者、�

調理経験1年以上（ジャンル問わず）
時　間▶︎�8:30～17:00　�

※休憩1h、残業なし
給　与▶︎時給1,500円
勤　務▶︎�4週8休（シフト制）
勤務先▶︎�苫小牧市美沢（新千歳空港より車で15分）

正社員登用予定

★社員寮利用可�（空き状況による）

①電子部品の製造
仕　事▶︎電子部品の製造
時　間▶︎�8:30～17:00、20:30～翌5:00�

※休憩1.25h、残業月30～40h
給　与▶︎�時給1,300円�※22時以降/時給1,625円
勤　務▶︎5勤2休もしくは4勤2休
勤務先▶︎恵庭市戸磯︎

満了手当5万円支給

期　間▶︎①3ヶ月（長期も相談可）　②③3ヶ月更新
待　遇▶︎�社保完備、交通費規定支給、車通勤可（P完

備）、制服貸与、社員登用有、喫煙所有
共通
項目

一般労働者派遣事業（派01-300425）　有料職業紹介事業（01-ユ-300238）

函館市新川町1-24  R4TM新川町 5F

②ビール樽の検査
仕　事▶︎ビール樽の検査
時　間▶︎�8:00～15:00、15:00～21:00��

※休憩1h、残業なし
給　与▶︎時給1,015円
勤　務▶︎月15日程度　※変動有
勤務先▶︎恵庭市戸磯︎

扶養内OK!!

恵庭・その他 派 製造、検査、調理師

定年退職後の方や
シニア層の方も
歓迎!!

あれこれ迷っているならあれこれ迷っているなら
うちに来ませんか?うちに来ませんか?

期　間▶︎1年毎の更新制
仕　事▶︎��新千歳空港関係者専用ゲートにおける、�

出入管理業務。通行証の確認や、出入者に対して
のセキュリティ管理が主なお仕事です。

資　格▶︎�未経験者歓迎
給　与▶︎��時給1,000円�

�※法定研修20h有/18,400円支給
時　間▶︎�6:30～21:30の間で実働5～8h�

※休憩1h（勤務時間による）　※残業なし�
※1年単位の変形労働時間制での勤務シフト

休　日▶︎週休2日、シフト制　※年間休日105日�
待　遇▶︎�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、�

国家資格取得制度有（警備員業務検定/費用当社
負担）、喫煙スペース有

勤務先▶︎�千歳市平和/新千歳空港国際貨物ターミナル

〒004-0877�札幌市清田区平岡7条3丁目8-22�
平清警備株式会社

011-885-4141担当/
山田

まずはお電話のうえ、
写真付履歴書をお持ちください。

面接場所:千歳市内

応
募

30,000円支給!

入社祝い金
入社3ヶ月後

未経験者歓迎
資格取得制度有

千歳 契 施設警備員

みなさまからのご応募お待ちしております。

北海道クラシックゴルフクラブ 勇払郡安平町早来富岡406 ●新千歳空港より車で約15分

電話連絡の上、面接時に履歴書をお持ちください。
仕事内容、勤務等、お気軽にお問合せください。

担当/
原田・水田

0145-22-4101
●お問合せメールアドレス tharada@classicgolf.jp

北海道クラシックゴルフクラブ

スタッフ募集スタッフ募集2023 
年度
キャンピングカーレンタル事業等、新規事業拡大

北海道クラシックゴルフクラブは、日本のゴルフコースランキングで常にベスト１０に
入り、北海道ではナンバーワンにランクされる日本屈指のゴルフクラブです。未経験者
の応募大歓迎です。ホスピタリティあふれる方のご応募をお待ちしております。

期　間▶︎�［正］通年雇用�［契］2023年4月～
休　日▶︎�［正］当社就業規則による（年間98日）�

［契］週1～3日程度�※応相談
時　間▶︎�6:30～19:00の間で早番遅番シフト制�

※職種により若干変動します。��
※残業なし

待　遇▶︎�有給休暇有、各社保完備、制服貸与、収
入調整扶養範囲内OK、交通費規定支給
（片道45kmまで）、勤務終了後ゴルフ
練習・プレー可、受動喫煙対策有

共
通
項
目

仕　事▶︎��受付・精算業務、ショップ販売、電話対応他
給　与▶︎時給1,200円～

扶養内応相談契約 フロントスタッフ

仕　事▶︎キャディ勤怠管理、コース巡回、カート整備他
給　与▶︎時給1,200円～

仕　事▶︎ゴルフ場の運営業務全般
給　与▶︎月給190,000～330,000円

仕　事▶︎��オーダー受付、配膳等のホール業務
給　与▶︎時給1,200円～ 扶養内応相談

契約 レストランホールスタッフ

契約 マスター室

正社員 ゴルフ場運営スタッフ

仕　事▶︎�コース内の芝刈り、車両系の運転操作等
給　与▶︎�【正】月給210,000円～�

【契】�時給1,200円～

正・契 コース管理スタッフ

仕　事▶︎調理全般（和洋中）、メニュー考案等
給　与▶︎��【正】月給280,000円～�

�【契】時給1,500円～�または月給280,000円～

調理師正・契

仕　事▶︎サラダの盛り付け、炊飯、食器洗浄等
給　与▶︎�時給1,050円～

調理補助契約

仕　事▶︎�ゴルフプレーのサポート�
※1シーズンの出勤率は8割以上、安定した�
　仕事量があります。

給　与▶︎�ラウンド給9,800～11,000円�
※追加ラウンド手当/2,000円�
※研修期間/時給920円�
※交通費別途実費支給�
※クローズ後特例一時金（失業保険）有

時　間▶︎�7:00～18:00の間�※1ラウンド6h程度

〈月額〉 ※月収例は一例であり保証するものではありません。
通常ラウンド/9,800円×24ラウンド＝235,200円
２ラウンド/ （9,800円＋2,000円）×5ラウンド 

＝59,000円
小計/月294,200円

〈年額〉　206万～262万円

契約 キャディ

未経験者歓迎
経験者優遇

収
入
例

安平 正 契コース管理、調理師正 運営業務契フロント、ホール、調理補助、マスター室、キャディ

フレキシブルな勤務形態です。
例）日曜AMのみ

取材で出勤
後日半日休み
他、調整可能です。

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

〒066-0073�千歳市北斗4丁目13-20

編集・記者編集・記者 募
集

写真が好き 文章を書く
ことが得意

「ちゃんと」の記事・コラムを作りませんか？
千歳・恵庭市内で開催される各種イベントや式典等を
取材（写真撮影・記事執筆）する記者業務、コラムの執筆
依頼や制作進行管理などの編集業務を行います。

好奇心旺盛好奇心旺盛な方にな方に
ピッタリなお仕事♪ピッタリなお仕事♪

0123-27-0911

まずは、お電話ください。
写真付履歴書（手書き）・「過去の作品（コピー可）」 
または「お気に入りのお店の紹介文（ジャンル問わず）
800字以内」を面接時にお持ちください。

応
募

期　間▶︎雇用期間の定めなし
給　与▶︎�月200,000円以上�※経験により優遇、�

基本給150,000円+公休残業手当（10h分）50,000円
資　格▶︎�Wordを問題なく使える方、土日祝日勤務可能な方、要普免
時　間▶︎�9:00～18:00（休憩95分）�

※�月曜は若干の残業があります。（月平均4～10h程度）
休　日▶︎4週6休（シフト制）
待　遇▶︎�各社保完備、交通費規定支給、諸手当有、車通勤可、試

用期間1ヶ月位有、施設内禁煙 男女男女ともにともに
活躍できます！活躍できます！

千歳・恵庭 正 編集・記者


