
2023年2月10日（金） ちゃんと13

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

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▶ 7:30～18:00（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

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

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

期　間▶ 入社希望日～4月末まで 
（5月～翌年4月の1年契約更新）

勤務先▶ トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター
仕　事▶ 新車・中古車の洗浄ラインでの車内清掃。掃除機

がけや、シートの拭き掃除など、簡単な作業です。
休　日▶ 日曜・祝日、他シフト制（年間所定休日108日） 

★GW・お盆・年末年始の長期連休有  
★シフト応相談

時　間▶ 9:00～17:00 （休憩1h、繁忙期により残業有）
※時短勤務可

給　与▶ 時給970円～ 
（1日7h×970円×22日＝149,380円）

資　格▶ 要普通自動車運転免許（運転経験1年以上）、 
65歳未満（定年雇い止めのため）

待　遇▶ 車通勤可、無料P有、交通費当社規定支給、社会
保険完備、作業服貸与、有給休暇有、能力に応じ
て昇給有、施設内禁煙

恵庭市北柏木町3丁目73

まずはお気軽にお電話ください。面接日時をお知らせします。
写真付履歴書をお持ちください。

トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター
担当/ 三浦・傳法(デンポウ)0123-47-8000

増員募集!!
簡単作業!

扶養内OK！
未経験者歓迎!

恵庭 契 洗浄ライン作業

恵庭 派 組立・組み付け作業、カット・計量・包装・投入

■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

えこりん村 〒061-1421 恵庭市牧場241-2

電話でご応募受付致します。

34-7800 担当/オオウチ、アンザイ
受付/10～17時

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶ 豚の飼育（清掃・エサやり等） 

※出荷作業ができる方は時給アップ 
（委細面談）

資　格▶ 要普通自動車免許（AT限定不可）、大
特免許(車両系建設機械運転者免許)
をお持ちの方は給与面で優遇、自力通
勤可能な方、定年70歳

給　与▶ 時給950円～ ※能力、経験により優遇
時　間▶  8:00～17:00 

※休憩1h、残業月3～5h程度
勤　務▶ 週2日～ ※応相談
待　遇▶ 労災保険、昇給有(当社規定による) 

敷地内全面禁煙

恵庭 ア 豚の飼育他

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▶ 発達障がい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

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ ①高齢者様宅へのお弁当の配達 

② お弁当の簡単な調理 
（パック食材の解凍・盛付等） 
包丁は使いません。　※①②選択可

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許(AT限定可)、 
土日勤務可能な方歓迎

給　与▶時給920円
時　間▶ 8:00～18:00の間で応相談 

※例/8:00～12:00、13:00～18:00等 
※残業なし、状況により時間に変動有

勤　務▶週2日～　※応相談
待　遇▶交通費規定支給、昇給有、制服支給、施設内禁煙
応　募▶まずはお気軽にお電話ください。★ ダブルワーク可 ★ 日数・時間応相談

080-7263-0351千歳市東郊2丁目8-12
宅配クック123　千歳店 担当/

高橋

まずはお気軽にお電話ください。

千歳店
ゆくゆくは責任者として活躍してくれる、 
意欲的な方も歓迎します。正社員登用有

お弁当と一緒に笑顔と 
元気もお届け♪

千歳 ア パ 配達、調理

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶歯科衛生士業務、その他院内業務
資　格▶経験者優遇、歯科衛生士免許
給　与▶ 正/月給220,000円～ 

準/月給210,000円～
時　間▶ ①8:40～18:10（実働8h） 

②9:00～19:00（実働8h） 
③9:00～19:30（実働8.5h） 
土曜日8:40～13:00または 
13:30 （シフト制） 
※残業/月0～2h、休憩1.5h

勤　務▶シフト制　（正/②・③　準/①）
休　日▶ 木・日・祝祭日、年末年始、夏期休暇
待　遇▶ 歯科医師国保、雇用保険、労災保険、有

給休暇、交通費規定支給、車通勤可、制
服貸与、賞与有（年2回）、敷地内禁煙

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
面接は当院で行います。

恵庭市黄金中央 
3丁目6-7こがね歯科クリニック

0123-32-8148担当/採用係

歯科衛生士募集

時間
応相談

恵庭 正 準 歯科衛生士

千歳・恵庭

千歳市美々新千歳空港内ターミナル アネックスビル1階
東京美装北海道 ㈱千歳支店 応

募
0123-24-3771平日

090-9753-1547土日

未経験者大歓迎!!
正 清掃パ カート整理、清掃

時　間▶7:00～16:00 ※実働8h、休憩1h
休　日▶週2日

②清掃/正社員/新千歳空港（千歳市美々）

時　間▶13:00～16:00 ※実働3h
勤　務▶月・木・又は火・金

⑥清掃/パート/カンセイ（千歳市流通）

時　間▶7:00～11:00 ※実働4h
休　日▶週2～4日

③清掃/パート/新千歳空港（千歳市美々）

時　間▶14:30～17:00 ※実働2.5h
勤　務▶月・火

⑦清掃/パート/チザキ機工（千歳市北信濃）

時　間▶ 7:00～22:00の中で実働7.5h、休憩2h 
7:00～16:30、11:00～20:30、その他有　

休　日▶週2～3日

①カート整理/パート/新千歳空港（千歳市美々）

時　間▶7:00～11:00、13:00～17:00 ※実働4h、シフト制
休　日▶週2～3日

⑧清掃/パート/はなふる（恵庭市南島松）

時　間▶7:00～11:00 ※実働4h
休　日▶土・日・祝

④清掃/パート/日本血液製剤機構（千歳市泉沢）
時　間▶7:00～10:00、14:00～17:00 ※実働3h、シフト制
休　日▶週2～3日

⑨清掃/パート/花ロード恵庭（恵庭市南島松）

時　間▶8:00～11：00 ※実働3h
休　日▶日・祝

⑤清掃/パート/北星病院（千歳市清流）
時　間▶8:00～12:00 ※実働4h
休　日▶土・日・祝

⑩清掃/パート/恵望園（恵庭市柏木町）

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ ①空港で使用してるカート整理、 

②～⑩日常清掃（床・トイレ等）

資　格▶車通勤可能な方
給　与▶②月給159,500円～、①・③～⑩時給920円
待　遇▶ ②社保完備、賞与有、①・③～⑩雇用保険（時間によ

る）、制服貸与、交通費規定支給

《共通項目》


