
2023年2月3日（金）ちゃんと 14

まずはお気軽にお電話ください。

子ども好きな方歓迎
仕　事▶ 発達に遅れのあるこどもたちの 

支援をするお仕事です。 
※勤務地の異動有

資　格▶ 保育士、サービス管理責任者、児童指導員の何れ
か、保育等の学校卒業見込みの方も応募可

給　与▶月180,000～220,000円
時　間▶9:00～18:00　※休憩1h、残業なし
休　日▶日曜日+1日、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、昇給・

賞与有、扶養・処遇改善・職能・住宅・寒冷地手
当支給、資格取得支援制度有、退職金制度有

勤務先▶ すてっぷえにわ（恵庭市中島町4丁目6-1） 
すてっぷちとせ（千歳市信濃3丁目20-2）
SQUARE（千歳市北光4丁目3-9） 
CONET（恵庭市漁町43番地2）

(株)LINQ 千歳市北光4丁目3-9
受付/9～18時担当/ヤマグチ

児童支援員増員のため

急 募

0123-25-9430（SQUARE）

千歳・恵庭 正 児童支援員

洗い場  ★自動洗浄機があるので簡単業務

日祝勤務で

高校生もOK！
時給＋100円

千歳市美々新千歳空港ターミナルビル3F

レストランユック
新千歳空港店

定山渓温泉 「鹿の湯」グループ

担当/田中0123-46-5830

【共通項目】
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・学生（高校生可）・シニア歓迎
勤　務▶週2～5日で希望日数ご相談ください。
待　遇▶ 交通費実費支給、賞与有（実績による）、食事手当支給、

勤務実績により有給休暇有、昇給有、受動喫煙対策有

仕　事▶ご案内・オーダー取り・配膳・下げ膳・レジ等
時　間▶ 【一般・学生】土日祝/11:00～19:30の間で4h～ 

【学生】平日/17:00～19:30
給　与▶【一般】時給950円～　【高校生】時給930円～

仕　事▶自動洗浄機を使用しての食器洗浄
時　間▶ 【一般】 平日/11:30～15:30  

土・日・祝/12:30～19:30
給　与▶ 【一般】時給950円～　※経験・能力考慮

ホール ★学生アルバイトも大歓迎

募集!

洗い場
ホール

千歳 ア パ 洗い場、ホール

管理業務
スタッフ募集！

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

0120-095-350

当社HPお問合せフォームからも応募できます。

https://speed-hokkaido.jp/

期　間▶ 4/15～11/5 （通年雇用も可） 
※勤務開始応相談、期間前の入職も可

仕　事▶ レンタルコーナー、売店・デザートレーンでの接客・販売等 
バックヤードグリル（団体昼食の用意・片付け）

時　間▶9:00～17:00 ※冬期時間変動有
給　与▶時給1,300円

勤　務▶4週8休
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通勤可、駐車場完

備、制服貸与、正社員登用有、受動喫煙対策有
勤務先▶苫小牧市美沢（新千歳空港より車で15分）

共
通
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苫小牧 派 調理、受付、販売、接客

  
期　間▶3ヶ月更新
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 ※スキルによる、要相談

・正社員登用制度有 ・社員寮利用可（空き状況による）

スピード北海道株式会社
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

自然と笑顔あふれる
職場環境でのびのび

働きませんか

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

朝の時間を

有効活用
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

期　間▶4月上旬～11月末頃
仕　事▶パークゴルフ場の受付業務
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給950円
時　間▶ 8:00～12:00、12:00～16:00 

※何れも実働4h　※残業なし
勤　務▶シフト制
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、受

動喫煙対策有(屋内禁煙)、有給休暇（7日
間付与）

勤務先▶ 恵庭中央パークゴルフ場/恵庭市中央12-1 
★JR恵み野駅から車で20分

電話の上、写真付き履歴書をお持ちください。
面接は園建事務所にて行います。

0123-33-5005 受付/9時～18時
担当/上床（かみとこ）

恵庭市駒場町1丁目3-2

未経験者OK★

学歴不問★

無資格OK★

恵庭 パ 受付

※利用者は発券機で支払する施設です。
※ シーズン中に10～20回程度、大会が開催
され、参加費の取りまとめがあります。（現
金取り扱い有）

元気な方歓迎！パークゴルフの受付業務募集！
先輩社員が親切丁寧に指導します★

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
千歳にて面接を実施します。 担当/熊谷

期　間▶ 期間の定めなし ※長期契約65歳以上
は嘱託契約（1年毎の契約更新）

待　遇▶ 社保加入有、交通費規定支給、制服貸
与、無料駐車場有、有給休暇（半年後か
ら）、喫煙場所なし ※ホテルの客室は 
１フロア喫煙可能客室有

勤務先▶千歳市幸町5丁目6-1

共
通
項
目

 011-707-5228

札幌市北区北7条西1丁目2-6■ビルメンテナンス業
協和総合管理㈱ 札幌支社

仕　事▶シフト管理・点検
給　与▶ 時給1,000円～ ※経験考慮 

※ 延長・残業代別途支給（5分単位で支給）
時　間▶ 8:00～16:45（休憩45分）
勤　務▶月平均21日

❶ 清掃管理者

仕　事▶ベッドメイク及び清掃
給　与▶ 時給940円～ ※経験考慮  

※延長・残業代別途支給（5分単位で支給）
時　間▶ 9:00～15:45（休憩30～45分）
勤　務▶ 月平均15～21日 ※扶養内の勤務もOK

❷ 客室清掃者

千歳 パ 管理者、清掃

https://www.the-north.co.jp

セガサミーゴルフエンタテインメント株式会社

当社はセガサミーグループの北海道におけるリゾート事業を推進する会社です。

ザ・ノースカントリーゴルフクラブ
千歳市蘭越26番地 （支笏湖通り沿い ※千歳市内から車で5分）0123-27-2266 担当/佐藤

電話連絡の上、面接時に写真付履歴書をお持ちください。
※新卒の方は右記をお持ちください。①写真付履歴書（学校統一シート可） ②成績証明書 ③卒業見込証明書

コース管理

フロント

キャディ

キャディ&運営サービス

総務担当

◆パート

◆正社員

資　格▶ 高卒以上、未経験者歓迎 
※ 2023年3月卒業見込の 
高校、短大、専門学校、新卒者も可

給　与 ▶ 月給180,000～230,000円
時　間▶ 6:00～19:00の間で実働7h（シフト制） 

※休憩1h、残業/月20h程度

◆正社員

◆正社員

期　間▶ 2023年3月中旬～11月中旬
資　格▶  高卒以上、未経験者大歓迎、車通勤でき

る方、業務経験者優遇（ゴルフ場、造園業）
給　与 ▶ 時給1,050～1,300円
時　間▶ 6:00～17:00の間で 

実働6～8h （シフト制）
休　日▶4週6休（シフト制）
待　遇▶ 各種保険加入制度完備、有給休暇制度

有、交通費規定支給、敷地内分煙

期　間▶ 2023年3月中旬～11月中旬
資　格▶ 高卒以上、未経験者大歓迎、車通勤でき

る方、業務経験者優遇（ゴルフ場、造園業）
給　与 ▶ 時給930～1,000円
時　間▶ 9:00～15:00の間で実働5h
休　日▶週2日以上（シフト制）
待　遇▶ 交通費規定支給、敷地内分煙

資　格▶ 専門学校・短大卒以上、未経験者歓迎、 
同業種経験者優遇

給　与 ▶ 月給185,000～200,000円
時　間▶ 6:00～20:00の間で実働8h（シフト制） 

※休憩1h、残業/月5h程度

◆期間社員/パートA
期　間▶ 2023年4月上旬～11月中旬
資　格▶ 高卒以上
給　与 ▶ ラウンド給9,000～11,000円 

★1日2ラウンド目9,500～11,500円 
※研修期間（時給930円/約1ヶ月）、見習期間 
　（ラウンド給7,500円、約20ラウンド）

時　間▶ 6:00～19:00の間で実働6.5h（シフト制） 
※休憩1h、残業/月20h程度 
［期間］月34ラウンド程度 
　　　（うち・1日2ラウンド約8回） 
［パートA］月30ラウンド程度 
　　　　　（うち・1日2ラウンド約4回）

休　日▶4週4休（シフト制）
待　遇▶ 各種保険加入制度完備、精勤手当（1万円/月） 

有給休暇制度有・交通費規定支給・敷地内分煙

◆パートB
期　間▶2023年4月上旬～11月中旬
給　与 ▶ 日給8,500～10,500円
時　間▶ 8:00～18:00の間で実働5h（シフト制）
休　日▶週2日以上　※土、日、祝日の勤務有
待　遇▶ 交通費規定支給、敷地内分煙

仕　事▶ 労務管理･求人活動･社員研修･サスティナブル/
SDGs活動、総務・人事担当業務全般（一部、経理
補助業務を含む）

資　格▶ 専門学校･短大卒以上、車通勤可能な方、 
総務・人事担当経験者（3年以上）

給　与▶  月給185,000～250,000円 
時　間▶ 8:00～20:00の間で実働8h(シフト制) 

※休憩1h、残業/月10h程度

【長嶋茂雄Invitationalセガサミーカップゴルフトーナメント開催コース】
20～30代の若いスタッフが多い職場です。しっかりサポートします
ので、経験がない方も安心してご応募ください！ 随時面接可能です。

スタッフ大募集!!
4月入社2023年度

・ゴルフ場から車で1分
　送り迎えが 
　とっても楽ですよ！
・恵まれた自然環境
　遊びがいっぱいの保育方針
・小規模だから、みんなが安心
　一人ひとりに保育士の目が行き届きます！

運営/学校法人つくし学園
事業区分/企業主導型保育施設（認可外）
保育対象者/1歳（6ヶ月経過後）～就学前までの児童
児童定員数/19名、内従業員枠12名
開園時間/保育標準時間 7:00～18:00
　　　　  延長保育時間18:00～19:00

★千歳市内に限り、送迎有（2年間）
★ ゴルフが分からない方でもご安心ください。ルールから業務まで 
マニュアル完備、先輩キャディ同行の実務研修

★ キャディ業務の動画配信中！グループ会社フェニックスカントリー
クラブのキャディ業務を紹介しています。一部、当社の業務と違いは
ございますが、ご覧ください
★ 業務終了後は、お客様の後に続いて、 
ゴルフのラウンドができます（無料、日没まで）

ノース・つくし保育園に
お子様を預けて働きませんか？
開園日/月～日曜日の週7日

入社日▶ 2023年4月1日 ※応相談 
試用期間有（最長3ヶ月）

休　日▶4週6休（シフト制）
待　遇▶ 賞与年2回、昇給年1回、退職金、各種手当、 

交通費規定支給、有休・慶弔休暇、敷地内分煙

◆正社員共通項目

◆期間社員 慰労金制度完備 慰労金制度完備

保育園利用可能

（冬期間はノーススノーランド（敷地内）で勤務）

千歳 正 キャディ、フロント、総務期 キャディ、コース管理パ キャディ、コース管理


