
2023年1月27日（金） ちゃんと11

千歳 パ 院内売店販売員

《共通項目》
期　間▶ 雇用期間の定めなし
休　日▶ 正/4週6休 

※土日祝日は交代で休み、事前申請で希望日は添えます。
待　遇▶ 各社保険完備（勤務時間による）、交通費規定支給、

昇給有、賞与有（年2回）、子供手当（1人1万円/2人
分まで）制服貸与、車通勤可・駐車場完備、社員割引
有（食事無料提供）、受動喫煙対策有

仕　事▶ フードコートにてラーメン調理、商品受け渡し、会計・
接客・洗い物等、店内業務全般（テーブル・トイレ掃除、
呼び込みなし）

資　格▶ 正/未経験歓迎、飲食での業務・調理経験者歓迎 
ア・パ/ 未経験者歓迎、学生・留学生歓迎、ブランクの

ある方OK、ＷワークOK、扶養内OK、調理師
免許あれば尚可

給　与▶ 正/月給209,400円～ 
調理師免許有/月給220,000円～（固定残業手当を含む） 
※固定残業30ｈ/34,400円、残業が30h 
　下回っても支給、超過分は追加支給 
ア・パ/時給1,000円～

時　間▶ 正/早番9:00～18:00　遅番11:00～20:00 
ア・パ/10:00～21:00の間で4～8h 
　　　10:00～15:00、17:00～21:00 
※時間は柔軟に対応いたします。　※残業なし

担当/楠瀬

（店舗）
090-1486-3315
0123-46-2866 千歳市美々新千歳空港国内線ゲート内2F

富川製麵所　新千歳空港店

富良野の「PR大使」になりませんか？
国内線ゲート内のお仕事！

まずはお気軽に
お問い合わせ
ください。

千歳 正 ア パ 店内業務スタッフ

期　間▶長期、1年毎の更新有
仕　事▶ 固定のお客様先の 

家事・お手伝いサービス
資　格▶  家事が好きな方
時　間▶ 1勤務2h以上 

※現場による 
※残業なし

給　与▶ 時給950円（実稼働時給）
勤　務▶週1日～

〒061-1406 恵庭市和光町4丁目7番15号

採用係0120-35-4549

3つの職種で募集中

お気軽にお電話ください。 詳細は面談にて。

家事代行 直行直帰のお仕事です。商品案内スタッフ 友達同士OK

事務兼応対スタッフ 簡単なPC操作あります。

期　間▶3ヶ月、更新有
仕　事▶ 一般家庭へ、レンタル商品を 

無料サンプルとしてお渡しするお仕事。
資　格▶未経験者歓迎、扶養内勤務可
時　間▶9:00～16:00の間で2～3h ※残業なし
給　与▶ 時給1,000円 

※初日の座学研修時/時給920円
勤　務▶週2日程度 ※勤務日応相談

期　間▶長期、1年毎の更新有
仕　事▶ 家庭・事業所の清掃依頼のヒアリング対応・

見積作成、清掃スタッフの調整・清掃実績の
PC入力、家事代行部門のお問い合わせ対応
等（状況により清掃作業に入る場合有）

資　格▶ 未経験者歓迎、Excel入力等PC操作に抵抗
がない方

時　間▶ 9:00～16:00の間で6h程度 
※応相談 ※残業なし

給　与▶ 時給920円（清掃時は時給950円） 
+外勤手当支給（規定有）

勤　務▶週2日

【共通項目】
休　日▶土日祝
待　遇▶ 各社保完備（勤務による）、交通費規定支給（家

事代行の市内はなし）、店内・敷地内完全禁煙
勤務先▶恵庭市

衛生知識が身につく!
恵庭 パ 商品案内、事務兼応対スタッフア 家事代行

札幌市厚別区厚別中央1条6丁目2-15　新札幌センタービル5F 

まずはお気軽に
お電話ください。 011-892-5400 
日本ハウズイング株式会社

期　間▶1年毎の更新制 ※原則更新
仕　事▶ 管理事務室窓口対応、電球交換、建物巡回、

清掃等（廊下・階段・エントランス等）、冬季
は除雪作業有

給　与▶ 時給951円
時　間▶ 9:00～13:00 ※残業なし
休　日▶ 土日祝、年末年始 （12/31～1/3）
待　遇▶ 雇用保険、労災保険、受動喫煙対策有
勤務先▶ サーム千歳ドミニオwing12 

（千歳市文京1丁目2-6）

マンション管理員土日祝
お休み

千歳 パ マンション管理員

期　間▶～3/31迄 その後一年毎の更新制
給　与▶時給1,200円
資　格▶看護師もしくは准看護師資格
時　間▶8:30～17:30の間で4～5h ※応相談 ※残業なし
休　日▶土日祝　　　待　遇▶交通費規定支給

期　間▶～3/31迄 その後一年毎の更新制
給　与▶ 時給980～1,020円
時　間▶7:00～19:00の間で応相談 ※残業なし
休　日▶土・日・祝　　　待　遇▶交通費規定支給

◆保育士/パート

◆調理師/パート

期　間▶ 正/雇用期間の定めなし 
常/～3/31迄 その後一年毎の更新制

給　与▶ 正職員/月198,000～204,000円 
常勤職員/月186,000～195,000円

時　間▶7:00～19:00の間でシフト制 ※残業なし
休　日▶日・祝 ※週休2日制(隔週)4週6休
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、昇給年1回、 

賞与年2回、常勤職員は正社員への登用有
期　間▶～3/31迄　その後一年毎の更新制
給　与▶ 時給920～940円
資　格▶不問（栄養士・調理師資格あれば尚可）
時　間▶8:00～14:00の間で応相談 ※残業なし
休　日▶土・日・祝　　　待　遇▶ 交通費規定支給

◆保育士/正職員・常勤職員(契約)
保育士・看護師・調理師　同時募集！ 働き方、ご相談ください！

◆看護師/パート

〒066-0078　千歳市勇舞1丁目1-1
アリス認定こども園社会福祉法人千歳洋翔会

《保育士共通項目》
資　格▶ 幼稚園教諭・保育士資格 ※小学校教諭・養護教諭

免許をお持ちの方もご相談ください。（委細面談） 応募 0123-24-7000 担当/鮫島・中島

千歳 正 契 パ 保育士パ 看護師、調理師

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

清掃員・調理員募集
恵庭 パ 清掃、調理補助

011-596-7213 （平日） 8:30～17:30【受付】

㈱メンテナンスコア 〒060-0051 札幌市中央区
南1条東6丁目2-30

まずはお気軽にお電話ください！ 担当/大場

◆清掃スタッフ①
仕　事▶クラブハウス内の日常清掃等（浴室清掃有）
給　与▶時給1,030円
時　間▶ 6:00～12:00、 

13:00～19:00（何れも実働6h） 
※シフトにより休憩有、状況により残業の場合有

◆清掃スタッフ②
仕　事▶クラブハウス内の日常清掃等（トイレ清掃有）
給　与▶時給1,020円
時　間▶ 6:30～12:00（実働5h）、 

8:30～14:00（実働5h）、 
13：00～19:00（実働6h） 
※シフトにより休憩有、状況により残業の場合有

【共通項目】
期　間▶2023年4月中旬～11月下旬
資　格▶未経験者歓迎、要普通免許、自家用車で通勤可能な方
勤　務▶週4～5日（月次シフト表による）
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇、交通費規定支給、制服貸

与、受動喫煙対策有（喫煙所有)
勤務先▶ 恵庭カントリー倶楽部 （恵庭市盤尻53-2）

簡単なお仕事から
スタートしますOK!

◆ゴルフクラブハウス清掃

年代幅広く活躍中♪

募集！
清掃スタッフ

50代・60代・70代も歓迎

恵庭 期 清掃

（医）三上内科呼吸器科クリニック
〒066-0021 千歳市東郊1丁目4-18 東郊メディカル1F

期　間▶ 雇用期間の定めなし 試用期間3ヶ月有
資　格▶ 看護師・准看護師免許、外来看護経験あれば

尚可、59歳まで（定年年齢未満の募集・採用
の為）

仕　事▶ 外来看護業務
給　与▶ 時給1,300～1,500円
時　間▶ ①9:00～12:00(実働3h) 

②9:00～16:00(実働6h) ※休憩1h 
※シフト応相談、残業なし

勤　務▶ 週3～5日、土曜日月1日勤務有 ※日数応相談
休　日▶ 日曜・祝日、他、GW・お盆・年末年始 

※6ヶ月勤務後より有給休暇5日
待　遇▶ 社保完備（勤務時間による）、交通費規定支

給、車通勤可、無料駐車場有、制服貸与、 
屋内禁煙

受付 
9～18時 0123-40-0350

まずはお電話の上、写真付履歴書をご郵送ください。

扶養内・外勤務可時間・日数応相談

看護師募集!!

パート
千歳 パ 看護師

まずはお電話の上、写真付履歴書をご郵送ください。

（医）三上内科呼吸器科クリニック
〒066-0021 千歳市東郊1丁目4-18 東郊メディカル1F

期　間▶雇用期間の定めなし 試用期間3ヶ月有
資　格▶ 看護師・准看護師資格、看護業務経験3年以上、外

来看護経験あれば尚可、59歳まで（定年年齢未満
の募集・採用の為）

仕　事▶ 外来看護業務
給　与▶ 月22～25万円から ※資格、経験による
時　間▶ 月・火・水・金/9:00～18:30 ※休憩1.5h 

木・土/9:00～13:00 ※休憩なし 
※残業月0.5h程度

休　日▶日曜・祝日、他、月1回土曜日、GW・お盆・年末年始
待　遇▶ 各社保完備、昇給実績有、交通費規定支給、車通勤

可、無料駐車場有、制服貸与、屋内禁煙

看護師募集!!

春からの勤務も可
勤務開始日ご相談ください

受付 
9～18時 0123-40-0350

ご相談ご要望お問い合わせください

千歳 正 看護師

路線バスドライバー募
集

〒066-0055 
千歳市里美2丁目1-5

問い合わせ
0123-49-7788 〈担当〉坂下

下記住所に写真付履歴書をご郵送ください。書類選考後、ご連絡いたします。

ワンマン運行ですので安全運転に
集中してお仕事ができます。

期　間▶ 4ヶ月毎の更新制（原則更新）
資　格▶大型二種免許保持者　★免許取得助成制度有!!
給　与▶ 基本給/月218,820円
時　間▶ 当社規定　※休憩1h、残業月10h程度
勤　務▶5勤1休　※年間休日90日
待　遇▶ 各社保完備、時間外手当有、賞与有、 

交通費規定支給、有休有、喫煙室有、 
正社員登用制度有

勤務先▶本社・長都営業所（エコバス・大学送迎バス）

女性ドライバー
も歓迎

千歳 契 バスドライバー

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 管理物件の清掃（主に夜間）
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給1,200円(試用期間3ヶ月/時給1,150円)
時　間▶ 18:00～翌6:00の間で実働5h
勤　務▶週3～5日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

車通勤可、制服貸与、受動喫煙対策有
勤務先▶ 恵庭市内

〒061-1432 恵庭市恵央町8-1㈱ウエスト
担当/平井

まずは、お気軽にお電話ください。

070-6951-3755

清掃スタッフ募集
未経験者歓迎！

恵庭 ア 清掃スタッフ

募集
清掃スタッフ

(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

期　間▶1年毎の更新　※原則更新
仕　事▶ 【夏期】 草刈、落ち葉、ルーフドレン等の外構清掃
　　　　【冬期】除雪中心、館内清掃も有
資　格▶不問、未経験者歓迎
給　与▶ 時給930円
時　間▶  8:00～17:00、7:00～16:00、 

6:00～15:00 ※実働7.5h、残業なし
勤　務▶ シフト制
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、 

交通費規定支給、受動喫煙対策有
勤務先▶ 千歳市開基記念総合武道館 

千歳市あずさ1丁目3-1

千歳市開基記念総合武道館（契約社員）
★ 体力に自信のある方、からだを動かすのが好きな方★

千歳 契 清掃

編集・記者
募集

写真が好き

文章を書くことが得意

〒066-0073 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

千歳・恵庭 正 編集･記者

「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。

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240,000円以上 ※経験により優遇、 

基本給160,000円+公休残業手当（10h分）80,000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

◆野菜苗・花苗の定植、出荷までのハウス内作業
給　与▶時給940円～
時　間▶  8:00～17:00の間で応相談 

（昼休憩12:00～13:00）

33-3303
お気軽にお問い合わせください。

受付/10～16時(月～金）
担当/桑山

有限会社 中央園芸 〒061-1403
恵庭市中央164番地

◆苗の生産・配送作業 
　《体力に自信のある方歓迎!!男性スタッフ活躍中!!》
給　与▶時給1,000円
時　間▶ 8:00～17:00（昼休憩12:00～13:00）

苗の生産から出荷までのお仕事です

【ハウス内作業】勤務時間帯ご相談ください！

【苗の生産・配送作業】時給1,000円!!
期間中2ヶ月～3ヶ月の短期も可！

9：00～12:00
8:30～12:00
9:00～15:00など

例

初めての方・8～17時で働ける方も歓迎!!

《共通項目》
期　間▶ 2～6月の間で応相談　★短期OK! 

※10月末くらいまで延長の場合有 
　（5月下旬に打診します）

資　格▶ 交通機関がないため、車で通える方歓迎 
※恵庭市内送迎有、応相談

休　日▶ 日曜日（希望休みは対応可能）
待　遇▶     受動喫煙対策有、 

繁忙期（4・5月）の残業有 ※週2回/1h程度

恵庭 ア パ 生産・配送作業




