
2023年2月10日（金）ちゃんと 14

道内最大のネットワーク 北交ハイヤー
千歳市信濃1丁目8番14号
 23-4145応募 ［担当］渡辺・松口

期　間▶正/雇用期間の定め無し　嘱/1年毎の更新制
資　格▶ 要普免（運転経験1年以上）　★AT限定可 

※ 運転経験1年以上、3年以下の方は受験資格特例
教習受講者に限る。

時　間▶ ［朝］①5:00～14:30　②7:30～17:00 
［夕・夜］①17:00～翌2:30　②20:00～翌5:30 
※［朝］［夕・夜］選択制 
※いずれも実働6.5h、休憩3h 
※昼勤、夜勤、隔日勤（応相談）

勤　務▶ 4勤務→公休→4勤務→公休→3勤務→公休の繰り返し
給　与▶ 歩合制 

例： 正社員/月182,962円 （昼勤、25日出勤の場合） 
嘱託/月172,200円　 （昼勤、25日出勤の場合）

待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、燃料手当、無事故手当、 
有給休暇、慶弔休暇、育児・介護休暇、二種免許取得
養成制度有、屋外に喫煙スペース有

未経験者
OK!! 

入社支度金制度

※規定有

10~30 利用可!万
円

賃金保証制度 月25 支給!6ヶ月間 万
円

千歳 正 嘱 タクシードライバー

二種免許取得は、 
当社でバックアップ♪
ドライバーデビュー
しませんか？

期　間▶3～4月
仕　事▶除雪、ビニールハウス準備各種
資　格▶ 車通勤できる方、未経験者歓迎、 

土曜日勤務できる方歓迎！
給　与▶時給920円～
時　間▶8:00～16:00　※応相談 
休　日▶ 日曜
勤　務▶週2～3日
待　遇▶労災保険、交通費規定支給
勤務先▶千歳市東丘719-1

（有）コスモファーム 千歳市中央2529-11（千歳駅から約7km）

電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

080-2733-5561 担当/山田
受付/8～18時

ご連絡待ってます♪

千歳 パ 農作業

募集第１弾!

今年も募集スタート!!

期　間▶長期
仕　事▶ 生活情報紙「ちゃんと」の丁合作業

（ちゃんとにチラシを折り込む）、
他、ちゃんとの積込みなど配送業務
補助、等

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給950円
時　間▶ 11:00～17:00　 

※状況により残業有
勤　務▶水曜日
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可、敷地内禁煙
勤務先▶(株)メディアコム　事務所内

紙面・チラシ折込み

まずはお気軽にお電話ください！
千歳市北斗
4丁目
13番20号

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

毎週水曜日のみ!!

0123-27-0911

WワークOK!!

未経験者大歓迎!!

テキパキ・
もくもく作業が
好きな方に
ピッタリ!!

千歳 パ 業務スタッフ

0120-35-0909
（通話無料/平日9～20時、土日9～18時）

応
募

0909workお仕事イロイロあります！

北日本事業統括部 千歳営業所㈱ジャパンクリエイト 千歳市千代田町5-5-1 戸田ビル2F 労働者派遣許可番号 （派）27-300717 有料職業紹介事業許可番号 27-ユ-300414

期　間▶3ヶ月毎の更新
仕　事▶半導体製造のマシンオペレーター
資　格▶車通勤可能な方、簡単なPC操作可能な方
給　与▶時給1,200円
時　間▶ ①8:30～17:30 ②20:30～翌5:30 

※①、②を1ヶ月毎に交替 
※残業前に1h休憩有 ※残業月10h程度

勤　務▶4勤2休
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、制服貸

与、社員食堂有、退職金制度有（規定
有）、敷地内全面禁煙、日払い・週払い可

勤務先▶千歳市美々　★新千歳空港向かい

マシンオペレーター NO.2105-A-01千歳市美々

・女性が多数活躍中
・就業前に工場見学可能
・大手有名企業で安定して働こう

・未経験者歓迎

・空調管理がされ、快適な職場環境

★ 千歳営業所で 
　　　随時登録会開催‼
★おすすめ求人★

千歳 派 マシンオペレーター

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

0123-22-1090

期　間▶ 通年雇用
仕　事▶ 送迎ドライバー
資　格▶ 経験者優遇、大型1種免許（大型2種免許あれ

ば尚可）
給　与▶ 時給1,200円
時　間▶ 4:30～12:15（実働6時間15分） 

8:30～17:30（実働7時間30分） 
15:45～23:30（6時間15分） 
※シフト制、休憩1時間30分

休　日▶ シフトによる
勤　務▶ 週5日程度
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇制度、交通費規定支給、

車通勤可、制服貸与、施設内分煙、車内禁煙
勤務先▶ 千歳市美々
電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

募集!!
送迎ドライバー

【平日／9～18時】
担当/スズキ

千歳 契 送迎ドライバー 千歳 正 パ 歯科衛生士パ 助手・器具洗浄、準備

《共通項目》
期　間▶雇用期間の定めなし
休　日▶ 週休2.5日
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、敷地

内禁煙 
【正】社保完備、昇給有年1回、賞与有年2回 
【パ】労災・雇用保険

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

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

時　間▶ 9:30～19:00（月・火・木・金・土曜） 
（水曜は休診、土曜は13:00まで）

給　与▶ 月給210,000円～ 
試用期間2ヶ月/時給1,200円

❶歯科衛生士/正社員

❷歯科衛生士/パート
資　格▶歯科衛士、経験者優遇
時　間▶9:00～13:00 15:00～19:00
給　与▶ 時給1,400円～ 試用期間2ヶ月/時給1,200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
時　間▶15:00～19:00
給　与▶ 時給1,100円～ 試用期間2ヶ月/時給950円

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

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

【共通項目】
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶日常清掃
給　与▶時給920円
待　遇▶制服貸与、交通費規定支給、敷地内禁煙

清掃スタッフ募集
入社祝金1万円！

※3ヶ月勤務後支給

急募

勤務先▶ 千歳市休日夜間救急センター 
/千歳市東雲町1丁目8-1

時　間▶ 月～土/8:00～14:45 
日・祝/7:00～9:00  ※残業なし

勤　務▶週3～4日 ※シフト制

勤務先▶千歳市新富（ガソリンスタンド）
時　間▶7:00～11:00の間で2h ※残業なし
休　日▶土・日・祝、年末年始

勤務先▶千歳市流通3丁目（店舗）
時　間▶9:00～12:00 ※残業なし
勤　務▶週3～4日 ※シフト制
休　日▶日・祝、年末年始

詳しい応募方法・申込書類等はHPより確認できます。

検索千歳市社会福祉協議会

事務員嘱託職員（相談員）

0123-27-2525 総務課 総務係【お問合せ】

〒066-0042 
千歳市東雲町1丁目11

千歳市 
社会福祉協議会
社会福祉法人

仕　事▶ 高齢者等の生活支援に関する相談援助業務及び 
これらに付随する業務 

時　間▶ 8:45～17:15 ※実働３～7.75h 
※休憩45分 ※時間外有

給　与▶ 月給153,500円
勤　務▶ １週につき29時間 

（勤務表に基づく。時間外勤務有）
応　募▶ 第一次試験/書類審査 

第二次試験/3月8日（水）13:30から 
【受付締切】2月28日（火）必着

仕　事▶ 生活福祉資金業務等の事務補助業務、移送介助
サービス事業リフト付き車両の運転業務、福祉バ
ス運行事業調整業務 

時　間▶ 8:45～17:15 ※休憩1h
給　与▶ 日給7,300円
勤　務▶ 月曜日から金曜日まで （週休２日制、勤務表に基づく）

【 書類提出先及び問い合わせ】 
千歳市社会福祉協議会総務課総務係

期　間▶ 令和５年４月１日～令和６年３月31日まで
　　　　（嘱託職員は更新有）
資　格▶ 要普免（AT限定可）、基本的なパソコン操作

（ワード・エクセル）が可能な方
勤務先▶千歳市社会福祉協議会事務所（東雲町１丁目）
待　遇▶ 健康保険・厚生年金保険・雇用保険、通勤手当

有、受動喫煙対策有
休　日▶ 原則土・日・祝日及び年末年始（業務により出

勤の場合有）

千歳 嘱 嘱託職員、事務員

共
通
項
目

千歳市美々987番地22

北海道空港 株式会社 まずはお気軽にお電話ください。

千歳 正 ア パ 店内業務

〈共通項目〉
期　間▶正/雇用期間の定めなし、ア・パ/長期（1年毎に更新）
時　間▶ ア・パ/7:30～20:00の間で実働5～7h　 

※国際線のフライト状況により変動有
勤　務▶  ア・パ/週3～5日　※シフト制、日数・曜日応相談
資　格▶年齢・学歴・経験不問
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、制服等貸与、空港内喫煙室有、 

[正社員のみ]昇給年1回、各種手当有、賞与年２回、試用期間3ヶ月有
勤務先▶新千歳空港国際線及び国内線店舗（北海道本舗 総合土産店、クラフトスタジオ等）

【正社員】店舗スタッフ
仕　事▶免税店、国内線店舗でのレジ業務、品出し発注業務
給　与▶月給18万円～
勤　務▶シフト制
時　間▶ 7:30～22:00の間で実働7時間10分（休憩1h）
休　日▶月9日（年間休日109日）

【アルバイト・パート】倉庫スタッフ
仕　事▶空港倉庫内にて自社店舗への荷上げ、陳列、検品作業
給　与▶時給1,000円～

【アルバイト・パート】店舗スタッフ
仕　事▶免税店、国内線店舗でのレジ業務、品出し業務
給　与▶時給1,150円

担当/影山0123-46-5118[ア・パ 応募連絡先]

担当/人事課011-205-8802[正社員 応募連絡先] 千歳カントリークラブ
〒066-0005 千歳市協和814

http://www.chitosecc.jp/

スタッフ募集千歳カントリークラブ
2023年度

期　間▶ 2023年4月1日～11月30日 
※契約社員は1年毎の契約（更新有）

勤　務▶ シフト制
資　格▶ 年齢不問、未経験者歓迎、経験者優遇、車

通勤できる方
待　遇▶ 各種社会保険完備、制服貸与、車通勤可

（交通費規定支給）、受動喫煙対策有

共
通
項
目

0123-21-2301
電話連絡の上、写真付履歴書をご用意ください。委細面談にて。

受付/平日
9時～16時

◆スタート業務［期間社員］
時　間▶ 5:30～18:30の間で実働8h 

※休憩1h、残業月10h程度
給　与▶ 時給1,000円～
休　日▶ 月8～9日

◆調理師［期間社員］
時　間▶ 6:30～17:00の間で週40h 

※残業月10h程度
給　与▶時給1,300～1,500円
休　日▶月5～7日

◆コース管理［期間社員］
時　間▶ 5:00～17:00の間で実働8h 

※休憩1h、残業月10h程度
給　与▶ 経験者/時給1,100～1,200円 

未経験者/時給1,000円～
休　日▶ 月6～8日

◆清掃［期間社員］
時　間▶ 5:30～18:00の間で4～8h 

※6h以上勤務で休憩1h、残業月10h程度
給　与▶時給1,000円～
休　日▶月8～10日

◆フロント業務［期間社員］
時　間▶ 5:30～18:00の間で実働4～8h 

※6h以上勤務で休憩1h、残業月10h程度
給　与▶ 時給1,000円～
休　日▶ 月8～9日

◆副支配人候補［契約社員］
時　間▶ 5:00～19:00の間で実働8h 

※休憩1h、残業月30h程度
給　与▶ 月28～32万円 ※当社規定による
休　日▶ 月8日 

◆料理長［契約社員］
時　間▶ 5:30～18:00の間で週40h 

※残業月30h程度
給　与▶月32～37万円 ※当社規定による
休　日▶月8～9日

丁寧指導で 
未経験の方も安心！

千歳 契 副支配人候補、料理長期 スタート、調理師、フロント、清掃、コース管理


