
2023年2月3日（金） ちゃんと15

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶プリントの採点、学習補助など
資　格▶ 未経験者歓迎(公文経験者・英語好き・幼児

指導に興味のある方大歓迎！)
給　与▶時給920円
時　間▶ 14:00～19:00の間で2～3h程度 

※応相談　※残業なし
勤　務▶月•木のみ
待　遇▶車通勤可、室内禁煙

千歳市日の出2丁目7-8

受付/月・木14～19時以外　担当/佐野

公文式  日の出教室

採点・学習補助
スタッフ募集!

070-3789-4152応 募

千歳 パ 採点・学習補助

千歳 契 清掃スタッフ

期　間▶～3ヶ月、その後１年毎の更新
仕　事▶①②調理補助 ③食器洗浄
給　与▶ ①時給1,200円 

②時給1,000円  
③時給920円

時　間▶ ①5:00～19:00 ※実働8h、2交替制 
②8:30～14:00 ※実働5.5h 
③17:00～19:30、18:00～19:30 
　※実働1.5～2.5h 
※6h以上勤務で休憩1h、残業なし

休　日▶①③シフト制 ②土日祝
勤務先▶恵庭南病院
待　遇▶ 各社保完備（時間数による）、 

交通費規定支給、制服貸与、 
車通勤可、敷地内禁煙

㈱北海道グリーンハウス
札幌市中央区北3条西2丁目8番地　さっけんビル2F

担当/おぐら011-232-2430
電話連絡の上、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。

早番手当
支給！

パート募集調理補助
食器洗浄

恵庭 パ 調理補助、食器洗浄

期　間▶4月末～10月末頃
仕　事▶美笛キャンプ場の管理と運営
資　格▶ 要普通免許、自力で通勤できる方
時　間▶ ①12:00～翌12:00　 

　※実働10h/日給15,083円 
②9:00～19:00　 
　※実働5～8h勤務/時給950円 
※繁忙期は残業の可能性有 
※6h以上の勤務で休憩1h

勤　務▶ 月5～15日程度　シフト制
待　遇▶交通費規定支給、管理棟内禁煙
勤務先▶美笛キャンプ場

一般社団法人 千歳観光連盟
〒066-0019　千歳市流通3丁目4-1

25-8900 担当/斉藤・佐藤
受付/9～17時

千歳 期 管理運営

まずは、お気軽にお電話ください。 
写真付き履歴書をご郵送またはお持ちください。

アウトドア好きな方に 
ピッタリのお仕事です！
◎今年も募集スタート !!

シニアも歓迎！

土日祝勤務 
できる方大歓迎!

【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!
1,000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。

26-3570
080-5729-7602（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

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助手・器具洗浄、準備/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・火・木・金・土曜） 

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

休　日▶ 週休2.5日
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

週4.5日勤務 週休2.5日

医）住吉歯科医院 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・器具洗浄、準備

時　間▶ 6:30～20:00の間で早番・遅番有（実働8h） 
※休憩2h、残業有

勤　務▶シフト制
給　与▶ 基本給174,000円 ※他、無事故手当10,000円、

深夜手当200～1,500円、時間外15,800～45,000円、
その他手当11,500～42,000円 
〈月収例〉 ※月22～24日勤務 
エコバス/242,000～264,000円 
貸切大型バス/260,000～288,000円

女性も活躍できる♪

仕　事▶ エコバス/市内循環バスの運転業務 
貸切バス/マイクロバス・大型バスの運転業務

資　格▶ エコバス/大型二種　　貸切バス/中型二種以上

〈正社員〉 配車係および事務補助

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭市住吉町
2丁目1-3富士交通㈱
担当/金田一0123-33-6271

期　間▶ 雇用期間の定めなし（65歳から1年毎の更新制）
待　遇▶ 社保完備、試用期間3ヶ月有、喫煙所有

《全体共通項目》

《バス乗務員共通項目》

仕　事▶ タクシーの配車係および事務
時　間▶ 7:30～19:00（実働8h）  

※繁忙期に1日1h程度の残業の場合有
勤　務▶ 週5日程度 ※シフト制
給　与▶基本給174,000円

〈正社員〉 エコバス・貸切バス乗務員
恵庭 正エコバス・貸切バス乗務員、事務補助

千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

まずはお気軽に
お電話ください。 0123-27-0911

〒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

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 生活情報紙｢ちゃんと｣の広告・企画営業（既存の取引先の訪

問及び新規開拓）、顧客管理業務（データ入力）
資　格▶ 要普免、千歳・恵庭市内在住の方、エクセル操作できる方
給　与▶ 月240,000～420,000円 

※ 基本給160,000円+公休残業手当（10h分） 
80,000円＋業績給

時　間▶ 9:00～18:00（休憩95分） 
※月曜日は、若干の残業があります。（月平均4～10h程度）

休　日▶ 日曜日、隔週土曜日 （4週月は2回、5週月は3回）
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、昇給・賞与有（業績による）、 

車通勤可、試用期間1～3ヶ月位有、敷地内禁煙

営業スタッフ
募 集
正 社 員

あなたの「好き」を活かしませんか？

千歳・恵庭 正 営業

期　間▶雇用期間の定めなし
資　格▶ 介護福祉士（実務経験5年以上）
給　与▶ 月給174,000円～（年齢・経験による） 

※月収例196,500円/夜勤5回（4,500円/回）の場合、 
　資格手当5,000円含む 
※月収例は一例であり、保証するものではありません

仕　事▶ 入居者様の介護・生活介助・生活部門の整理等
時　間▶ 日勤/7:00～19:00（実働8h、休憩1h） 

夜勤/ 17:30～翌9:30（実働14h、休憩2h）  
※月5回程度

休　日▶ 週休2日制　※年間休日120日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

有給休暇有、退職金制度（共済会有）、 
賞与年2回（3.4ヶ月分)

勤務先▶ 特別養護老人ホーム 暢寿園（千歳市富丘2丁目7-5）

応募
社会福祉法人
千歳福祉会

〒066-0066
千歳市大和4丁目2-1

採用担当/中尾 
（受付/9:30～17:30）

扶養・住宅・
寒冷地手当
支給

◆ 正職員

詳細は 
HPをご覧 
ください！

 0123-49-6805

介護職員急募
準職員・パート職員も 
募集しております。 

ライフスタイルにあった 
仕事ができるか、是非 

お気軽にお問合せください。

 （偶数月毎支給）
処遇改善手当 78,000～98,000円

千歳 正 介護職員

＼仕事探すなら／

ちゃんと 検索

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
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（国際線ターミナルビル2F）

千歳市美々987番地22北海道空港 株式会社

★ 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

新千歳空港で働いてみませんか？
千歳 パ 店内業務

フルタイム勤務
扶養内勤務

どちらも歓迎！

需要拡大につき増員決定!!

期　間▶長期（1年毎の更新制）
仕　事▶新千歳空港内 日常清掃
時　間▶ ①【スーパーラウンジの清掃】 

　7:30～12:30、14:00～19:00の間で 
　2～3hからOK 
②【フードコート内の清掃】 
　14:00～20:30の間で2～3hからOK 
※残業なし ※いずれも応相談

給　与▶ 時給920円 
※試用期間/時給920円

休　日▶シフト制 ※応相談
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、 

交通費規定支給、喫煙スペース有
勤務先▶新千歳空港旅客ターミナル

(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

新千歳空港
清掃スタッフ
募集！

★ 現在空港にお勤め中の方など空き時間を利用しての勤務も可

WワークOK

千歳 パ 清掃

期　間▶長期　※短期も応相談
資　格▶ 未経験者歓迎、学生・フリーター・主婦（夫）歓迎、

WワークOK
給　与▶ 時給1,000円～※22時以降、時給1,250円～

月収例/時給1,000円（22時以降、時給1,250円）
×1日6h×月20日勤務=125,000円

時　間▶ 17:00～23:00　※実働6h 
※ 残業/月平均8～20h程度有、 
勤務日数によって変動有

勤　務▶週2日～相談OK
休　日▶日・祝
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、週払い可、

屋内分煙
勤務先▶恵庭市戸磯

◆ クリーンコーポレーションでは、スタッフの皆
様が長く働けるように様々な改善に取り組ん
でいます。

㈱クリーンコーポレーション北海道
総合ビル管理･労働者派遣事業(派01-301454)

まずはお電話ください。出張面接も可能です。

札幌市中央区南22条西6丁目2-25 エムズ南22条 第3ビル4階

0120-147-551
《受付》平日9:00～18:00

仕　事▶ 馬鈴しょの皮むき、芽取り作業、具材の混
ぜ込み、器具の洗浄等

仕　事▶ 冷凍コロッケを専用の容器に詰める、
パック詰めされた商品を箱詰めする等

② コロッケの包装・梱包スタッフ

① コロッケの製造補助スタッフ 《共通項目》

恵庭 派 食品製造補助、食品包装・梱包

コロッケ製造 スタッフ募集！

★工場内は快適温度で過ごしやすい!

★ シフトは1週間ごとに決定！予定が立てやすい！

★札幌・北広島・恵庭市内から送迎有！

入り時間や残業の 
可否等相談応じます

・未経験者歓迎 ・WワークOK!! ・学歴不問


