
2023年2月3日（金） ちゃんと13

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） ※定年年齢未満の方 

パ・ア/学歴不問、年齢制限有（18歳以上） ※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、有給休暇10日（勤務6ヶ月以降から）、年間108日 パ・ア/応相談
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） ※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）、有給休暇10日（勤務6ヶ月以降から）、年間107日 パ・ア/週休2日制、応相談
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いないか、 

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） ※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　※日給8,000円保証(待機時間含む)
休　日▶ 契/週休2日制 （ローテーション勤務）、有給休暇10日（勤務6ヶ月以降から）、 

年間107日 パ・ア/週休2日制、応相談
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！
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

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/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
応相談

土日のみ
0K!

千歳 パ 清掃

◆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） 
繁忙期（4・5月）の残業有 ※週2回/1h程度

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） 

繁忙期（4・5月）の残業有 ※週2回/1h程度

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

恵庭 ア パ 生産・配送作業

期　間▶1年毎の更新制
勤務先▶ 恵庭市恵南17-1
資　格▶60歳以上の方も歓迎、経験あれば尚可 
仕　事▶ 階段・廊下・会議室・休憩室・男女トイレ他 

共用部分の日常清掃全般
給　与▶時給940円
時　間▶  11:00～14:00（実働3h）  

※状況により、残業の場合有
休　日▶ 土日祝 ※勤務先カレンダーに準ずる
待　遇▶ 各社保完備（規定による）、制服貸与、車通勤

可（無料駐車場有）、交通費規定支給、有給休
暇、受動喫煙対策有

〒060-0003 札幌市中央区北３条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル
石井ビル管理㈱札幌営業所

まずはお電話かメールにてご連絡の上、写真付履歴書を
お持ちください。面接は勤務先で行います。

011-221-6514 担当/採用係

60歳以上
の方も

isisapp@rapid.ocn.ne.jp

歓迎!!

安定企業での日常清掃スタッフ!!
恵庭 パ 日常清掃

千歳・恵庭 契 タクシードライバー

期　間▶即日～長期
仕　事▶ ①施設やレストランで朝食～夕食までの調理 

②レストランでの配膳、接客等
時　間▶ ①5:00～19:30の間で3.5h～5.5hのシフト制 

②10:30～14:30 
※休憩、残業なし

給　与▶時給950円～
勤　務▶週3～5日
勤務先▶ jikeiれすとらんMEGUMINO/ 

恵庭市恵み野西5丁目3-1

期　間▶即日～長期
仕　事▶寮にて朝食・夕食を作ります
時　間▶ ①6:30～9:30 ②16:00～19:00 

③16:00～20:30  
※いずれも休憩、残業なし

給　与▶時給950円～
休　日▶ 日曜・祝日、他シフトによる ※春・夏・冬休み有
勤務先▶ 恵庭ハイム/恵庭市恵み野西6-17-5 

若草ハイム/恵庭市恵み野北3丁目1-4 
里美ハイム/恵庭市恵み野里美1丁目2-17

まずはお電話
ください。

ジケイ・スペース株式会社
0123-36-2271

恵庭市
恵み野西2-2-11待　遇▶ 交通費規定支給、有給休暇有、全館禁煙、車通勤可

共通項目

学生寮での調理業務
恵庭 パ 調理、ホールスタッフ

❷レストランホールの接客業務
❶施設・レストランの調理業務

仕　事▶魚のパック詰め、品出し等
時　間▶ 7:30～11:30 ※休憩、残業なし
給　与▶ 時給945円 

※試採用期間3ヶ月/時給920円
期　間▶3ヶ月毎の更新
勤　務▶週3～5日
待　遇▶ 交通費規定支給、 

車通勤可、有給休暇、
共済会、施設内禁煙

まずは、お気軽にお電話ください。

水産/パート

千歳市白樺2-3
向陽台店

 0123-28-3511担当/藤原

千歳 パ 水産

向陽台店

スタッフ募集!!

コース管理（フルタイム）フロント（フルタイム）
仕　事▶ ゴルフコースの整備業務
給　与▶ 時給1,000円
時　間▶ 平日/6:00～15:00 ※実働8h 

土日祝/5:30～14:30 ※実働8h 
　　　 5:30～9:30 ※実働4h 
※時期により変動有 ※残業/月0～5h程度

休　日▶月7日
期　間▶ 4月1日～11月下旬まで

仕　事▶接客・受付・精算、プロショップ業務
給　与▶時給1,020円
時　間▶ 平日/6:30～19:00の間で実働7.5h 

土日祝/6:00～19:00の間で実働7.5h 
※時期により変動有 ※残業/月0～5h程度

休　日▶月7日 ※勤務日数、短時間希望等応相談
期　間▶ 4月1日～10月末まで

応募したい方、詳細を聞いてみたい方…
まずはご連絡ください!

全国147コースを運営する グループ!!

グループゴルフ場優待プレー制度有

社保完備

従業員食堂有 有給休暇有

交通費実費支給(上限有)

正社員登用制度有

受付窓口担当/宮腰
0123-29-2111

〒066-0004千歳市泉郷845-1

2023年度

グレート札幌カントリー倶楽部

スタッフ募集

ポーター（フルタイム）
仕　事▶ お客様のお迎え、ゴルフバッグの積み込み、積み降ろし等
資　格▶18歳以上、車通勤可能な方　　　給　与▶時給970円～ （経験考慮）
時　間▶ 平日/6:30～19:00の間で実働7.5h 土日祝/6:00～19:00の間で実働7.5h 

※時期により変動有 ※残業/月10h程度
休　日▶ 月7日 ※勤務日数、短時間希望等応相談　　　期　間▶ 4月1日～11月上旬まで
《共通項目》
待　遇▶ 社会保険完備、有給休暇制度有、従業員食堂有、交通費実費支給(上限有)、制服貸与、屋内禁煙、屋外に喫煙スペース有

未経験者歓迎します!

制度充実しています♪
千歳 パ フロント、コース管理、ポーター

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!!
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

仕　事▶ 成人・高齢者の保健事業と介護予防に関する保健
指導、健康教育など

給　与▶月給127，076～174，000円
勤　務▶ 週4～5日（月～金） ★週あたり29時間 

※年に3～4回土曜日もしくは日曜日に勤務を 
　お願いする場合有（休日出勤分は平日に振替）

勤務先▶ 恵庭市保健センター (恵庭市緑町2丁目1-1えにあす内)

仕　事▶ 母子保健、または成人・高齢者保健業務における訪
問指導・保健相談・健康教育など

給　与▶月給158,845～217,500円
勤　務▶ 週5日（月～金）★週あたり36時間15分  

※ 年に3～4回土曜日もしくは日曜日に勤務をお願
いする場合有（休日出勤分は平日に振替）

勤務先▶ 恵庭市保健センター  
(恵庭市緑町2丁目1-1えにあす内)/1名 
恵庭市役所 (恵庭市京町１番地)/1名

期　間▶ 4月1日～翌3月31日までその後、再度任用の可能性有
資　格▶ 保健師、普通自動車運転免許（AT限定可）
時　間▶ 8:45～17:15（勤務日数により調整） 

※12:15～13:00休憩 ※残業なし
待　遇▶ 社会保険・雇用保険有、交通費規定支給、屋内禁煙 恵庭市京町1番地 

まずはお気軽にお電話ください。

0123-33-3131
恵庭市 保健福祉部 国保医療課

内線/1167
担当/菅原

保健師
★保健師/1名募集

★共通項目

★保健師/2名募集

会計年度任用職員 を募集します
恵庭 臨 保健師

計３名
採用予定

グループホーム安平の郷勇払郡安平町安平675-16

まずはお気軽にお電話ください。

期　間▶ 採用～3/31まで　※その後1年毎の更新制
仕　事▶ ①日勤・夜勤 

②夜勤専属（月6～8回の夜勤）
時　間▶ 日勤/8:30～13:00、13:00～17:30、 

日勤/8:30～17:30　※休憩1h（勤務時間による） 
夜勤/17:00～翌9:00　※休憩2h 
※残業0～7ｈ程度

給　与▶ 正/月給160,000円 
ア・パ/時給1,060円 
※夜勤専従の場合/1夜勤当たり20,175円 
☆別途交通費+介護福祉士手当5,000円 
　（資格をお持ちの方）支給有

勤　務▶ ア・パ/(日勤)週3日～ (夜勤)週1～2日
休　日▶ シフト制
待　遇▶ 社保完備、試用期間2ヶ月（同条件）、昇給・賞与年

2回、資格・燃料手当、残業手当、車通勤可、交通費
規定支給、有給休暇、育児休暇、施設内分煙 
【ア・パ】正社員登用制度有

育児・介護休暇・有給休暇の取得率100％！
子育て世代が活躍中♪ 

入社後のサポートも万全です！

担当/柳谷0145-26-3301応募

安平 正 ア パ 介護スタッフ

お休み希望も 
調整可能！

★未経験者歓迎 ★年齢・性別不問★資格不要

仕　事▶店内業務全般
資　格▶ 車通勤可能な方、ダブルワーク・シニア歓迎
時　間▶ ①5:00～9:00or10:00 ②14:00～23:00 

③18:00～23:00 
※休憩なし、残業なし 
※状況により早上がりの可能性有

給　与▶  時給990円～（高校生は時給940円～） 
※5:00～8:00、19:00～22:00は時給1,000円

◆店内品出し、清掃、調理

《共通項目》

◆店舗スタッフ

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

ローソン自衛隊東千歳駐屯地店 千歳市祝梅1016

22-2241 ※委細は面談にて

新型コロナウイルスの感染予防対策をしています。

期　間▶6ヶ月毎の更新（長期）
仕　事▶ 店内品出し、清掃、調理 

（レジはさわりません、調理は揚げ物のみ）
資　格▶ 車通勤可能な方、 

ダブルワーク・シニア歓迎、学生不可
時　間▶ 18:00～23:00 ※休憩なし、残業なし 

※状況により早上がりの可能性有
給　与▶  時給950円～

駐屯地内のローソンで働こう!!

お待ちして 
おります♪

長期休暇 
相談可！

千歳 パ 店内業務

急募！

勤　務▶ 週3日～ ※年末年始、お盆休み相談可 
(長期休暇ご相談ください)

待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、社会保険有、敷地内禁煙
勤務先▶ 陸上自衛隊東千歳駐屯地内（千歳市祝梅1016）


