
2023年2月3日（金） ちゃんと17

■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

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

男女ともに
活躍できます！

「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。

文章を書く
ことが得意

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。

編集・記者
募集

写真が好き

男女ともに
活躍できます！

好奇心旺盛な方にピッタリ♪

千歳・恵庭 正 編集・記者

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

0123-27-0911

担当/湊谷(ミナトヤ)0123-25-2211
お気軽にお電話ください。全員と面接致します。

◆ 車両スタッフ（正社員）

期　間▶ 即日～3/31 ※その後、1年毎の更新（原則更新）
仕　事▶ 従業員食堂での調理全般 

（食材の準備・調理・盛付・提供など）
時　間▶ 8:30～17:30 実働8h ※休憩1h、残業なし
給　与▶時給1,100～1,500円（経験等考慮）
勤　務▶週3～5日 シフト制 ※応相談

待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可（駐車場
有）、制服貸与、送迎有、独身寮完備、従業員食堂
利用可、褒賞制度有、正社員のみ諸手当有、受動
喫煙対策有

◆ 従業員食堂調理スタッフ（パート）

共通項目

千歳市
支笏湖温泉 みずのうた

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 宿泊のお客様の到着時お出迎え、 

車両移動、パートスタッフの送迎など
時　間▶ 7:30～17:30の間で実働9h 

※休憩1h ※状況により残業の場合有
給　与▶ 月給197,700～251,400円 

（固定残業代30h/35,700～45,400円含
む。30hを超えた場合は別途支給）

休　日▶年間休日105日（月出勤20～23日）

正社員・パートスタッフ募集！
千歳 正 車両スタッフパ 調理

株式会社エフビーエス
〒061-1411　恵庭市恵南1番地恵庭工場  34-6866

まずはお気軽にお電話ください。
受付/9～17時 担当/石橋

募集!
《共通項目》
期　間▶即日～長期
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
休　日▶ 土日 ※他工場指定の休日有
待　遇▶ 各種社会保険完備、有給休暇有、 

制服貸与、昇給有（人事考課による）、車
通勤可、交通費規定支給、正社員登用制
度有、喫煙ブース有（それ以外は禁煙）

②清掃スタッフ
仕　事▶ 休憩室、トイレ等の施設内清掃
時　間▶7:00～11:00 ※休憩・残業なし
給　与▶時給950円

①製造スタッフ ★4時間～OK!　正社員登用制度有!
仕　事▶ パンの製造、原料準備、箱詰め、洗浄等
時　間▶ 6:00～翌3:00の間で応相談 

※6h以上で休憩有、残業月/0～15h 
（応相談）

給　与▶ 時給950円  
※22:00～翌5:00/時給1,188円

★土日お休み! 
★昇給有!（人事考課による） 

清掃スタッフ
パン製造スタッフ（ライン作業）

恵庭 パ 製造スタッフ、清掃

期　間▶１年毎の更新制
仕　事▶ 新千歳空港内の巡回、他業務
資　格▶ 普通(中型)免許、車通勤できる方
給　与▶ 月給160,000円～ ※深夜割増含む 

※資格手当有/10,000円迄
時　間▶ 日勤/7:30～16:30 ※休憩1h 

夜勤/16:30～翌7:30 ※休憩2.5h 
（シフト交替制、状況により残業の場合有）

休　日▶ 月7～9日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、制服貸与、 

正社員登用制度有、喫煙所有、資格取得制度有

空港施設
警備員 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

問合せだけでもOK、まずはお電話ください。

正社員 
登用有

千歳 契 空港施設警備員

仕　事▶ ゴルフコースの芝刈り、メンテナンス等
資　格▶経験・年齢・学歴不問、要普通免許
給　与▶時給1,200円
時　間▶ 5:30～15:00、5:30～8:00 

※シフト制、月171h 
※休憩1.5h　※残業/月20h程度

勤　務▶週6日
勤務先▶ 札幌ゴルフ倶楽部 由仁コース 

札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース

仕　事▶コース内の軽作業
給　与▶時給1,000円
時　間▶ 5:30～12:00の間で5h 

（月/80h以内） ※残業なし
勤　務▶週3～5日　※応相談 
勤務先▶ 札幌ゴルフ倶楽部 由仁コース 

札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース

《共通項目》
期　間▶4/1～11/30
待　遇▶ 各社保完備、作業服貸与、交通費規定支給、

車通勤可、無料駐車場有、受動喫煙対策有

札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース 北広島市輪厚77

【担当】阿部

由仁コース 夕張郡由仁町光栄588番地
【担当】伊部

コース管理・清掃

スタッフ募集!!

年齢･学歴不問！ シニアも歓迎♪

未経験者でもOK!

❶コース管理スタッフ/期間

❷軽作業/アルバイト

❸ポーター、清掃/期間・アルバイト

応募 ①、②はご希望の勤務先へお電話ください。
③は由仁コース【担当】伊部までお電話ください。

080-7857-2561

080-1973-7344
090-7640-8639【担当】村口

北広島・その他 期 コース管理、ポーター、清掃ア 軽作業、ポーター、清掃

仕　事▶ クラブハウス内でのⓐポーター　ⓑ清掃
給　与▶時給930円～
時　間▶6:30～5h程度　※要相談　※残業なし
勤　務▶週3～6日
勤務先▶札幌ゴルフ倶楽部 由仁コース

輪厚コース

由仁コース

由仁コース

①
②
①
②

③

期　間▶即日～3/31 その後1年毎の更新制
給　与▶ 一般/時給930円 高校生/時給920円～
勤　務▶ 日数・休日応相談
待　遇▶ 有給休暇、制服貸与、雇用保険、交通費規定

支給、屋外に喫煙スペース有

時　間▶ 17:00～22:00 
※残業なし、休憩なし

時　間▶ 8:00～13:00 ※残業なし、休憩なし

恵庭市黄金南
6丁目10番地4

まずはお電話でお問い合わせください。
後日面接日をご相談させていただきます。 

担当/採用係39-5555

 日数・休日
応相談！

共
通
項
目

◆青果　◆品出し　◆惣菜

◆レジ ★学生歓迎！

恵庭 ア パ 店内業務

食育の知識が取得できる資格。
食育とは､食に関する知識などを取得し、健全な食
生活を実践できる人を育てる事です。
食品を扱う仕事はもちろん､教育の現場でも役立て
られます。
また､お子さんに食
事のマナーや栄養の
ある食事を教えるこ
とができるので、主
婦(夫)の方にも注目
を集めています。

期　間▶ 3ヶ月毎の更新制（勤務態度、能力による）
仕　事▶ 利用者の見守り、お掃除、簡単な食事の準備
資　格▶ 学歴・経験不問、64歳以下（定年雇い止めの為）
給　与▶ 時給950～980円
時　間▶ 10:00～22:00の間で4～5h ※残業なし
勤　務▶ 週3～5日
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、 

屋内禁煙、試用期間有
勤務先▶ 千歳市長都駅前/優友ハウス1  

千歳市富士/優友ハウス2  
千歳市栄町/優友ハウス3

千歳市信濃1丁目13-1

まずはお気軽にお電話ください。

080-3230-7461
【受付/10～15時】 担当/結城

http://www.ecofactory-fourl.com/

グループホームスタッフ募集！
千歳 パ 生活支援員

㈱119INTERNATIONAL 共同生活援助 優友ハウス

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

勤務日は相談の上決定。

担当/古瀬22-0866電話連絡の上、
写真付履歴書を
お持ちください。

期　間▶雇用期間の定めなし
資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許
時　間▶ 18:00～翌5:00 

1ヶ月単位の変形労働時間制
勤　務▶4勤1休、もしくは週休2日
給　与▶  入社1年間は 

4勤1休/月270,000円   
週休2日/月230,000円を最低保証 
※当社規定有

待　遇▶  各社保完備、入社祝金制度（10万円/規
定有）、制服貸与、退職金制度、車通勤可
（駐車場完備）、喫煙室有

★二種免許取得養成制度有!
★異業種からの転職者も歓迎します!

募
集

夜勤
乗務員 

選べる
働き方

週
休
2
日

4
勤
1
休

さわやか無線センター

千歳 正 嘱 タクシー乗務員

千歳 パ 清掃

千歳市新富1丁目7-5
 平和ビル1F

22-7400まずはお電話ください

期　間▶雇用期間の定めなし
勤務先▶千歳市新富
仕　事▶ ガソリンスタンドでの日常清掃 

施設内の清掃・トイレ掃除 
（備品補充）、外回りのごみ拾い等

資　格▶自力通勤可能な方
時　間▶ 7:00～11:00の間で2h 

※応相談　※残業なし
給　与▶時給920円　　勤　務▶月～金 
休　日▶土日祝、年末年始
待　遇▶制服貸与、交通費規定支給、敷地内禁煙

入社祝い金1万円　※3ヶ月勤務後支給

清掃スタッフ募集
急募

時間 
応相談！

Wワーク
シニアOK!!

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 発酵鶏糞肥料の運搬・集荷作業 

（大型ダンプ使用）
資　格▶ 大型自動車免許、車通勤可能な方
給　与▶ 月180,000～240,000円　 

※ 試用期間6ヶ月(短縮する場合有) 
日給8,000～10,000円

時　間▶ 8:00～17:00　残業月平均30h 
※休憩1.5h　

休　日▶ 会社指定日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、

無料駐車場有、精勤手当、資格手当、役職
手当、昇給・賞与有、受動喫煙対策有

（株）道央養鶏 肥料センター 千歳市駒里 
2451-22 

担当/石金0123-24-2810
まずはお気軽にお電話ください。

運搬スタッフ募集
千歳 正 運搬

エスコンフィールドHOKKAIDO内/北広島市Fビレッジ1番地
080-7263-0351生ハムとワインのお店　マンマパルマ

北海道の餃子　天のびろく

担当/古川

期　間▶正/雇用期間の定めなし　ア・パ/3月下旬～10月下旬
仕　事▶テイクアウト専門店でのカウンター・調理業務等
資　格▶ 未経験者歓迎、ブランクOK、主婦（夫）・学生（高校生

可）・WワークOK
時　間▶ デイゲーム/9:30～18:30又は試合終了まで　 

ナイトゲーム/14:30～22:00又は試合終了まで 
※正/シフト制　 
　アパ/上記時間内で実働3～8h　応相談 
※6h以上の勤務で休憩1h、残業なし

給　与▶ 正/未経験:月給200,000円～ 
経験者:月給250,000円～ 
(固定残業代30h分/34,500円含む。 

　　超過の場合は別途支給） 
アパ/時給1,000円～　 
※経験・能力に応じて決定

休　日▶ 正/月6～8日　シフト制　 
アパ/応相談　※平日のみ、土日のみOK

待　遇▶ 各社保完備（勤務による）、交通費規定支給、制服
貸与、まかないつき、昇給・賞与、試用期間3ヶ月、
受動喫煙対策有 
【正社員のみ】家族手当、独立支援金制度有

エスコンフィールドHOKKAIDO内に

3月OPEN予定!!
オープニング
スタッフ募集

まずはお気軽にお電話ください

北広島 正 ア パ カウンター・調理業務

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶校内の日常清掃
資　格▶ 車通勤可能な方 ※無料駐車場有 
時　間▶ 7:30～11:00 ※残業なし
給　与▶時給950円～　　勤　務▶ 月～金
休　日▶土日祝、季節休校に合わせてお休み有
待　遇▶  交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、賞与有、 

試用期間2ヶ月有、受動喫煙対策有
勤務先▶ 公立千歳科学技術大学（千歳市美々758-65）

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶ 新千歳空港国際線ターミナルビル内共用部の 

日常清掃
資　格▶学歴・年齢不問
時　間▶ 契/8:00～17:00、12:30～21:00　 

※休憩1h ※残業なし 
パ/8:00～21:00の間で要相談

給　与▶ 契/月157,500～168,000円 
パ/時給1,000円

休　日▶ 契/月9～10日　シフト制　パ/週1～5日勤務
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、制服貸与、試用期間

2ヶ月（同条件）室内に喫煙スペース有
勤務先▶ 新千歳空港国際線ターミナルビル

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 新千歳空港隣接の貨物ターミナル内の清掃全般、従

業員の送迎業務(社用車使用）
資　格▶64歳以下（定年雇い止めの為）、学歴・資格不問
時　間▶ 7:00～16:00　※休憩105分　※残業なし 

※パート応相談
給　与▶ 請/基本給月137,580円～+業務手当/月12,000円 

 +調整手当/月13,000円 
パ/時給950円

休　日▶請/4週7休　パ/週1～5日勤務
待　遇▶ 各社保完備、運転手当1,200円/回、賞与有、制服貸与
勤務先▶ 新千歳空港貨物ターミナルビル

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 見積書・報告書の作成（PC使用）、設備の巡回点

検や修繕工事立ち合い、簡易的な修繕対応、施
設内の巡回

資　格▶経験・資格不問、経験あれば尚可
時　間▶ 8:00～17:00、11:30～20:30 

※シフト制(実働8h)
給　与▶時給950円～　　勤　務▶月10日前後
待　遇▶ 社保完備、交通費全額支給、制服貸与、試用期間

2ヶ月(同条件)、屋内原則禁煙（一部喫煙室、屋
外喫煙場所有）

勤務先▶ 千歳ステーションプラザ(千歳市千代田町7丁目)

まずはお電話ください! 面接は勤務先で行います。

011-271-1749【札幌事業部】担当/佐藤

千歳市柏台南1丁目3番1（千歳アルカディア・プラザ3F）千 歳 営 業 所

 ① 清掃スタッフ （パート）  ③ 清掃スタッフ （契約・パート）

 ④ 清掃スタッフ （請負・パート）

 ② 複合商業施設の管理 （パート）

■許可番号 派01-300570

千歳 契 パ 他 清掃パ 複合商業施設の管理

送迎有


