
2023年2月10日（金）ちゃんと 16

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

〒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

仕　事▶魚のパック詰め、品出し等
時　間▶ 7:30～11:30 ※休憩、残業なし
給　与▶ 時給945円 

※試採用期間3ヶ月/時給920円
期　間▶3ヶ月毎の更新
勤　務▶週3～5日
待　遇▶ 交通費規定支給、 

車通勤可、有給休暇、
共済会、施設内禁煙

まずは、お気軽にお電話ください。

水産/パート

千歳市白樺2-3
向陽台店

 0123-28-3511担当/藤原

千歳 パ 水産

向陽台店

スタッフ募集!!
【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

資　格▶介護福祉士もしくは実務者研修修了者
給　与▶ 月給150,000円～　※別途夜勤手当支給 

※処遇改善手当支給（年3回）
時　間▶ ①7:00～15:30　②9:00～17:30 

③11:00～19:30　④17:00～翌9:30 
※残業月10h程度

休　日▶ シフト制（年間休日120日以上）

資　格▶介護福祉士もしくは実務者・初任者研修修了者
給　与▶ 時給950～1,000円 

※契約期間に応じて賞与・処遇改善手当支給有
時　間▶ 7:00～19:30の間で応相談　※残業なし
勤　務▶勤務日数応相談

職員募 集
年間休日120日以上 事業所内保育施設あり医療法人 資生会 ホームページにて、

求人情報随時更新中♪

医療法人 資生会 〒066-0067 千歳市桂木1丁目5-7

（クリアコート）澁谷27-3232電話連絡の上、写真付履歴書を下記住所へ送付ください。
お勤め中の方もまずはお電話ください。〈勤務開始日応相談〉

受付/平日（月～金）9:00～17:00

［正職員］ 介護職員（入所）

［パート］ 介護職員（入所）

《全体共通項目》
期　間▶正/雇用期間の定めなし　パ/1年毎の更新制 
勤務先▶ 介護老人保健施設クリアコート千歳 

千歳市桂木1丁目5-7
待　遇▶ 各種社会保険完備（勤務時間による）、交通費規定

支給、制服貸与、車通勤可、さぽーとさっぽろ加入、
昇給年1回、賞与年2回、施設内禁煙

千歳 正 パ 介護職員

有限会社 イーワークス 人材派遣業 派01-300151職業紹介 01-ユ-300083
恵庭市京町80番地恵庭商工会議所ビル1F

お電話またはE-mailでお問い合わせください。

0123-33-5555 info@eworks-jobnet.com

乳製品の製造・検品作業員
★空調完備で快適作業。
仕　事▶乳製品の製造・検品作業員（派遣）
期　間▶長期（3ヶ月毎の更新制）
勤務先▶夕張郡長沼町
時　間▶ 9:00～17:00の間で実働４～５時間 

※休憩なし ※残業なし 
※働ける時間帯をご相談ください。

給　与▶時給980円
休　日▶ 土曜日・日曜・祝日ほか、年末年始

鉄パイプ等の機械加工作業員
★機械が加工するので難しい作業がありません。
仕　事▶鉄パイプ等の機械加工作業員（派遣）
期　間▶長期（3ヶ月毎の更新制） 
勤務先▶恵庭市戸磯
時　間▶ 平日/8:00～17:00  

※休憩90分、残業/月5～10h程度 
土曜日/7:45～15:00 ※休憩75分

給　与▶時給1,100円
休　日▶ 指定土曜日・日曜・祝日ほか、ＧＷ・お盆・年末年始

待　遇▶ 各種保険完備、無料駐車場完備、交通費規定
支給、室内原則禁煙（喫煙室・所有）

共通項目

恵庭・その他 派 機械加工、製造・検品

HPリニューアルしました！
求人情報をチェック！

お仕事登録相談会

9:00～12:00（最終受付 11:30）
場
所

日
時

恵庭市民会館
（恵庭市新町10番地）

14㊋2/
市民相談室

みなさまからのご応募お待ちしております。

北海道クラシックゴルフクラブ 勇払郡安平町早来富岡406 ●新千歳空港より車で約15分

電話連絡の上、面接時に履歴書をお持ちください。
仕事内容、勤務等、お気軽にお問合せください。

担当/
原田・水田

0145-22-4101
●お問合せメールアドレス tharada@classicgolf.jp

北海道クラシックゴルフクラブ

スタッフ募集2023 
年度
キャンピングカーレンタル事業等、新規事業拡大

北海道クラシックゴルフクラブは、日本のゴルフコースランキングで常にベスト１０に
入り、北海道ではナンバーワンにランクされる日本屈指のゴルフクラブです。未経験者
の応募大歓迎です。ホスピタリティあふれる方のご応募をお待ちしております。

期　間▶ ［正］通年雇用 ［契］2023年4月～
休　日▶ ［正］当社就業規則による（年間98日） 

［契］週1～3日程度 ※応相談
時　間▶ 6:30～19:00の間で早番遅番シフト制 

※職種により若干変動します。  
※残業なし

待　遇▶ 有給休暇有、各社保完備、制服貸与、収
入調整扶養範囲内OK、交通費規定支給
（片道45kmまで）、勤務終了後ゴルフ
練習・プレー可、受動喫煙対策有

共
通
項
目

仕　事▶  受付・精算業務、ショップ販売、電話対応他
給　与▶時給1,200円～

扶養内応相談契約 フロントスタッフ

仕　事▶キャディ勤怠管理、コース巡回、カート整備他
給　与▶時給1,200円～

仕　事▶ゴルフ場の運営業務全般
給　与▶月給190,000～330,000円

仕　事▶  オーダー受付、配膳等のホール業務
給　与▶時給1,200円～ 扶養内応相談

契約 レストランホールスタッフ

契約 マスター室

正社員 ゴルフ場運営スタッフ

仕　事▶ コース内の芝刈り、車両系の運転操作等
給　与▶ 【正】月給220,000～300,000円 

【契】 時給1,200円～

正・契 コース管理スタッフ

仕　事▶調理全般（和洋中）、メニュー考案等
給　与▶  【正】月給280,000円～ 

 【契】時給1,500円～ または月給280,000円～

調理師正・契

仕　事▶ゴルフバッグの運搬、練習場ボール集め、清掃他
給　与▶時給1,050円～

ポーター契約

仕　事▶ ゴルフプレーのサポート 
※1シーズンの出勤率は8割以上、安定した 
　仕事量があります。

給　与▶ ラウンド給9,800～11,000円 
※追加ラウンド手当/2,000円 
※研修期間/時給920円 
※交通費別途実費支給 
※クローズ後特例一時金（失業保険）有

時　間▶ 7:00～18:00の間 ※1ラウンド6h程度

〈月額〉 ※月収例は一例であり保証するものではありません。
通常ラウンド/9,800円×24ラウンド＝235,200円
２ラウンド/ （9,800円＋2,000円）×5ラウンド 

＝59,000円
小計/月294,200円
〈年額〉　206万～262万円

契約 キャディ

未経験者歓迎
経験者優遇

収
入
例

安平 正 契コース管理、調理師正 運営業務契フロント、ホール、調理補助、マスター室、キャディ

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 ※実務経験2年以上
給　与▶ 月給200,000円～ 

賞与年2回（150,000円/回）
時　間▶ ①7:00～16:00 ②8:00～17:00 

※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▶ 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

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶給食調理業務全般
資　格▶学歴・資格・年齢不問、経験者優遇
給　与▶時給950円
時　間▶ ①8:00～11:30 ②8:00～15:00 

③7:30～16:00 ④8:30～14:00 
※残業なし、②③④休憩1h

勤　務▶ 月～土（週4日程度） ※規定シフトでの交代制
休　日▶日曜・祝日 
待　遇▶ 交通費規定支給、昇給有、有給休暇、駐車場有、

敷地内禁煙、制服貸与

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。

千歳市第2幼稚園 千歳市新富1丁目6－21
勤務先

千歳市立認定こども園ひまわり 千歳市新富2丁目4-60
勤務先

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 〒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！

栄養士/契約社員 給食調理員/アルバイト・パート

［担当］大野0123-42-1831

千歳 契 栄養士ア パ 給食調理員

シフト・時間
応相談

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

洗い場  ★自動洗浄機があるので簡単業務

日祝勤務で

高校生もOK！
時給＋100円

千歳市美々新千歳空港ターミナルビル3F

レストランユック
新千歳空港店

定山渓温泉 「鹿の湯」グループ

担当/田中0123-46-5830

【共通項目】
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・学生（高校生可）・シニア歓迎
勤　務▶週2～5日で希望日数ご相談ください。
待　遇▶ 交通費実費支給、賞与有（実績による）、食事手当支給、

勤務実績により有給休暇有、昇給有、受動喫煙対策有

仕　事▶ご案内・オーダー取り・配膳・下げ膳・レジ等
時　間▶ 【一般・学生】土日祝/11:00～19:30の間で4h～ 

【学生】平日/17:00～19:30
給　与▶【一般】時給950円～　【高校生】時給930円～

仕　事▶自動洗浄機を使用しての食器洗浄
時　間▶ 【一般】 平日/11:30～15:30  

土・日・祝/12:30～19:30
給　与▶ 【一般】時給950円～　※経験・能力考慮

ホール ★学生アルバイトも大歓迎

募集!

洗い場
ホール

千歳 ア パ 洗い場、ホール

《共通項目》

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

090-9753-1491土日

千歳 契 パ 清掃
【ザ・ノースカントリーGC清掃】

資　格▶車通勤可能な方
勤務先▶ ザ・ノースカントリーゴルフクラブ（千歳市蘭越26）
待　遇▶ 社保完備、賞与有は③のみ、 

雇用保険（時間による）、制服貸与、交通費規定支給

仕　事▶ お風呂清掃、巡回清掃（男性ロッカー）
給　与▶ 時給1,100円
時　間▶ 6:30～10:30、7:00～11:00、 

14:00～18:00（実働3.5h、休憩0.5h）
休　日▶ 週2日～

季節雇用①/パート

季節雇用②/パート

季節雇用③/契約社員

仕　事▶ クラブハウスの日常清掃（床、トイレ等）、洗濯（タオル等）
給　与▶ 時給1,100円
時　間▶ ⓐ8:30～12:30（実働3.5h、休憩0.5h） 

ⓑ12:30～17:00（実働4h、休憩0.5h）
休　日▶ ⓐ週2～3日ⓑ週3～4日

仕　事▶ ①②両方をする
給　与▶ 月給159,500円～
時　間▶ 11:00～20:00（実働8h、休憩1h）
休　日▶ 週2日

季節雇用/4月上旬～11月下旬　長時間パートも可


