
2023年2月3日（金）ちゃんと 18

履歴書( 写真貼付 )を郵送ください。追って面接日をお知らせします。

千歳市学校給食センター 千歳市流通3丁目1-11

栄養士 募集

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社
千歳営業所

勤務先

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶ 給食調理全般、衛生管理、調理員へ

の衛生教育、衛生帳票管理、報告書
等の作成

資　格▶  管理栄養士、栄養士
給　与▶ 月給180,000円～
時　間▶ 7:30～16:30（実働8h、休憩1h） 

※ 状況によっては延長の可能性有
勤　務▶週5日　　休　日▶ 土・日・祝
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

駐車場有、敷地内禁煙、制服貸与

〒066-0028 千歳市花園5丁目7-3-103

★面接日・勤務開始日ご相談ください！

［担当］荒川070-4510-0065

千歳 契 栄養士

仕　事▶ 展示案内とそれに付随する業務
時　間▶ 8:00～16:30の間で実働3～7h 

※応相談　※残業なし
給　与▶ 時給920円  

※土日祝（4～10月）/時給970円
勤　務▶週2～5日

えこりん村 ウェルカムセンター恵庭市牧場281-1
担当/高橋090-7518-2807

まずは、お気軽にお電話ください。 【受付時間10～17時】

とまとの森 スタッフ募集!!
①「とまとの森」での展示案内

仕　事▶栽培管理とそれに付随する業務、農作業
時　間▶ 8:00～17:00の間で実働6～8h 

※残業なし
給　与▶ 時給1,000円  

※土日祝（4～10月）/時給1,050円
勤　務▶週4～5日

【共通項目】
期　間▶  4月中旬～11月中旬まで ※②は冬場もお仕事有
資　格▶ 土日祝勤務可能な方優遇、車通勤可能な方 

※定年70歳 ※学生不可 ※煙草を吸わない方
待　遇▶ 交通費規定支給（上限800円/日）、扶養内勤務可、社会

保険完備、有給休暇（勤務開始6ヶ月以降）、敷地内禁煙

恵庭 パ 展示案内、栽培管理

4月～10月の土日祝は、時給50円アップ!!

びっくりドンキー・らくだ軒・ 
森のレストランTen-Manで使用できる 

20%割引券を毎月5枚支給！

②「キッチンガーデン」での栽培管理

ちゃんと 検索

苫小牧 準 ア キャディ、ポーター兼運転手、マスター室、コース管理

募集
契約社員

(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

期　間▶ 即日～2月末頃 
※降雪状況により、延長の可能性有

仕　事▶ 上屋の雪降し。傾斜が無く安全に
作業できます。

給　与▶時給1,500円～ (交通費含む)
時　間▶ 8:00～16:30 ※休憩1h、残業なし
休　日▶ 土日 

※降雪状況により、土曜日出勤の
　場合有

待　遇▶車通勤可、事務所内に喫煙スペース有
勤務先▶恵庭市内

恵庭市戸磯542-1 

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-33-9505
(株)石川トラック運送

除雪スタッフ募集

健康で体力のある方歓迎 !

10人程度募集

恵庭 ア 除雪作業

パーラー恵み野

まずはお気軽にお電話ください。 
面接には写真付履歴書をお持ちください。

 0123-36-4114
恵庭市恵み野西1丁目4番
受付/平日9～17時

◆ 駐車場スタッフ/北広島市
仕　事▶ 駐車場のゴミ拾い・分別等、その他、 

店内床のモップ拭き
給　与▶時給920円
時　間▶ 7:30～11:00 

※休憩15分、基本残業なし
勤　務▶週3日程度

《共通項目》
期　間▶雇用期間の定めなし
資　格▶ 未経験者歓迎
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、車通勤可、 

受動喫煙対策なし
勤務先▶ 恵庭市恵み野西1丁目4、 

北広島市中央3丁目6-1

仕　事▶ アミューズメント施設内の厨房にて、 
簡単な調理業務

給　与▶時給960円
時　間▶ 9:00～15:00の間で3～5h程度 

※休憩15～30分、基本残業なし
勤　務▶週2～4日

◆ 厨房スタッフ/恵庭市

スタッフ募集!駐車場 厨房 時間
応相談

恵庭・北広島 パ 清掃、厨房

デザイナー募集
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶「Q人ナビ」「ちゃんと」の紙面・広告制作
給　与▶ 月220,000円以上 ※経験により優遇 

※ 基本給160,000円+公休残業手当（10h分）60,000円
資　格▶ Illustrator・Photoshopの基本操作必須 

★InDesign使用できれば尚可 
★Webの知識がある方尚可

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▶日曜、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）、諸手当有、 

車通勤可、試用期間1ヶ月位有、敷地内禁煙

〒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

◆ 正社員

★ デザイン未経験者も 
応募可！

★ デザイン業務経験者 
大歓迎！

まずはお気軽にお電話ください。

0123-27-0911
採用担当/髙橋

千歳 正 デザイナー

定年退職後の方や
シニア層の方も
歓迎!!

あれこれ迷っているなら
うちに来ませんか?

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶  新千歳空港関係者専用ゲートにおける、 

出入管理業務。通行証の確認や、出入者に対して
のセキュリティ管理が主なお仕事です。

資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶  時給1,000円 

 ※法定研修20h有/18,400円支給
時　間▶ 6:30～21:30の間で実働5～8h 

※休憩1h（勤務時間による）　※残業なし 
※1年単位の変形労働時間制での勤務シフト

休　日▶週休2日、シフト制　※年間休日105日 
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、国家資格

取得制度有（警備員業務検定/費用当社負担）、喫
煙スペース有

勤務先▶ 千歳市平和/新千歳空港国際貨物ターミナル

〒004-0877 札幌市清田区平岡7条3丁目8-22 
平清警備株式会社

011-885-4141担当/
山田

まずはお電話のうえ、
写真付履歴書をお持ちください。

面接場所:千歳市内

応
募

30,000円支給!

入社祝い金
入社3ヶ月後

未経験者歓迎
資格取得制度有

千歳 契 施設警備員

0123-29-4443
担当/古川

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶調理を中心とした、キッチン内の業務
時　間▶ 10:00～24:00の間で、 

1日8時間のシフト制 ※残業有
給　与▶ 未経験者/月給22万円～　 

経験者/月給25万円～ 
料理長or店長候補/月給28～45万円 まずはお気軽にお電話ください。

千歳 正 店内業務

AllDay Dining 千歳YOND
千歳市幸町３丁目16-1

資　格▶経験者優遇、未経験でもやる気があればOK!!
休　日▶月6～8日　※シフト制
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、家族手当、独立支援金制
度有、受動喫煙対策有

cafe＆酒場が2月に新規OPEN！
22年は2店舗、23年には3店舗出店予定です！
成長中の若い会社で一緒に活躍しましょう！


