
2023年2月24日（金）ちゃんと 10

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

0123-22-1090
まずはお電話ください。後日面接を行います。

【平日/9～18時】　担当/スズキ

期　間▶︎1年毎の更新
仕　事▶︎病院内での日常清掃
給　与▶︎時給920円
時　間▶︎ ①6:30～10:30　※実働4h 

②13:00～17:00  ※実働4h 
③17:30～20:00  ※実働2.5h 
※選択可　※状況により残業の場合有

勤　務▶︎週2日～
待　遇▶︎ 雇用・労災保険、交通費規定支給、車通

勤可、制服貸与、有給休暇、敷地内禁煙
勤務先▶︎千歳市北光

〒066-0027 千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F

北海道東急ビルマネジメント(株)
千歳・苫小牧営業所

千歳 パ 清掃

清掃員清掃員さんさん募募
集集

仕　事▶︎ ①除雪、ビニールハウス準備各種 
②農作物の収穫、片付け、除草等

期　間▶︎ ①3～4月 ②5～10月
時　間▶︎ ①8:00～16:00　※応相談 

②8:00～17:00　※応相談
《共通項目》
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〜
休　日▶︎ 日曜日
勤　務▶︎ 週2～3日　※応相談
待　遇▶︎ 労災保険、交通費規定支給
勤務先▶︎ 千歳市東丘719-1(北海道農場)

（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♪ご連絡待ってます♪

千歳 パ 農作業

募集第2弾!募集第2弾!

期　間▶︎1年毎の更新制
勤務先▶︎ 恵庭市恵南17-1
資　格▶︎未経験者歓迎、経験あれば尚可 
仕　事▶︎ 階段・廊下・会議室・休憩室・男女トイレ他 

共用部分の日常清掃全般
給　与▶︎時給940円
時　間▶︎ 11:00～14:00（実働3h）  

※状況により、残業の場合有
休　日▶︎ 土日祝 ※勤務先カレンダーに準ずる
待　遇▶︎ 各社保完備（規定による）、制服貸与、車通勤

可（無料駐車場有）、交通費規定支給、有給休
暇、受動喫煙対策有

〒060-0003 札幌市中央区北３条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル
石井ビル管理㈱札幌営業所

まずはお電話かメールにてご連絡の上、写真付履歴書を
お持ちください。面接は勤務先で行います。

011-221-6514 担当/採用係

土・日・祝が休み!土・日・祝が休み!

isisapp@rapid.ocn.ne.jp

働きやすい時間帯!働きやすい時間帯!

安定企業での日常清掃スタッフ!!安定企業での日常清掃スタッフ!!
恵庭 パ 日常清掃

期　間▶︎雇用期間の定めなし
仕　事▶︎ 貴金属・宝飾品、時計の販売。 

貴金属の地金下取り業務、商品管理、レジ業務等。
資　格▶︎ 高卒以上、35歳以下（若年層キャリア形成の為）
給　与▶︎月190,000円�試用期間(原則3ヶ月)/時給920円
時　間▶︎ 10:00～19:00　実働7.5h 

※シフト制　※休憩1.5h、残業月平均2h
休　日▶︎月7～8日　シフト制
待　遇▶︎ 各社保完備、交通費全額支給、駐車場代会社負担、

屋内禁煙、昇給有、有給休暇、アニバーサリー休暇
勤務先▶︎ PePe Oar. 恵み野店 

恵庭市恵み野里美2丁目/フレスポ恵み野内
写真付き履歴書を 

郵送ください。
〒003-0803�
札幌市白石区菊水3条3丁目1-28

011-823-2110株式会社  ほしの

恵庭 正 販売

販売ノルマ
なし

未経験者
大歓迎

正社員募集正社員募集

千歳市釜加135番地（勤務先）

22-5371 担当/松谷

坂本造園株式会社

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

期　間▶︎ 3月～6月
仕　事▶︎ハウス内で花苗手入れ・出荷作業 
資　格▶︎車通勤出来る方
時　間▶︎ 8:00～17:00 

※休憩1h、残業なし 
※9:00～16:00など勤務時間相談OK

給　与▶︎�時給950円〜（勤務時間による）
勤　務▶︎週2日～　※応相談
待　遇▶︎交通費規定支給、喫煙スペース有

千歳 期 ア パ 花苗生産・作業スタッフ
募募
集集花苗生産花苗生産 作業スタッフ作業スタッフ＆＆

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1-11千歳市学校給食センター 千歳市流通3丁目1-11

栄養士栄養士 募募 集集

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

クラーク��
カントリークラブ

スタッフ スタッフ 
追加募集追加募集

期　間▶︎4月初旬～11月下旬
時　間▶︎ ①、④～⑧平日/7:30～15:30 

土日祝/7:00～15:00 
※休憩1h、残業/月10h程度 
※繁忙状況による

休　日▶︎シフト制
待　遇▶︎ 各社保完備、制服貸与、クラブバスにて

送迎有、車通勤可（交通費支給）、施設内
分煙

�電話連絡の上、右記住所に写真付履歴書をご郵送ください。

クラーク カントリークラブ
〒061-1266�北広島市三島113番地1

011-377-3131011-377-3131

仕　事▶︎予約受付、電話対応等
給　与▶︎時給1,000円〜　　休　日▶︎土日祝

④予約受付（期間社員・アルバイト）

仕　事▶︎調理補助、洗い場等　　　
給　与▶︎時給920円〜

⑦調理補助（アルバイト）

③ホールスタッフ（期間社員・アルバイト)

仕　事▶︎ハウス内の清掃　　　
給　与▶︎時給920円〜

⑧清掃（アルバイト）

仕　事▶︎ゴルフバッグの荷受け・積込み作業
給　与▶︎時給1,000円〜

⑥ポーター（アルバイト）

②コース管理（期間社員・アルバイト）

仕　事▶︎受付、精算業務　　　
給　与▶︎時給1,000円〜

⑤フロント（期間社員・アルバイト）

※地域・職種によって異なります。クラブバスにて送迎有

仕　事▶︎レストランでのホール業務
時　間▶︎ 平日7:30～15:30　 

土日7:00～15:00　※休憩1h、残業有
給　与▶︎時給1,000円〜

仕　事▶︎コース整備
時　間▶︎ 【日勤】平日/6:30～15:00　 

　　　土日/5:30～14:00 
　　　※休憩1.5h　※残業/月20h程度 

【早朝】5:30or6:30～3h
給　与▶︎�日勤/日給7,700円〜�

早朝/時給1,200円〜

★�ゴルフ未経験の方や学生さんも大歓迎！

①キャディ（期間社員・アルバイト）
仕　事▶︎キャディ業務
給　与▶︎ 日給8,000円〜�

※研修期間（3〜4週間程度有）�
　時給1,000円

研修制度研修制度
充実で安心!!充実で安心!!

北広島 期 ア コース管理、キャディ、ホール、フロント、予約受付ア ポーター、調理補助、清掃

自家用車での通勤OK

共通項目

4月初旬 4月初旬 
OPENOPEN

仕　事▶︎ 生活情報紙「ちゃんと」の 
折込・配布

資　格▶︎ 年齢不問（健康な方）  
★短期もOK

給　与▶︎ 1部配布7.5円〜�
（ページ数により変動あり）�
＋チラシ折込手当＋増ページ手当+皆勤賞

勤　務▶︎ 毎週木・金曜（週1～2日）
時　間▶︎ 木曜/5:00～19:00　金曜/5:00～18:00 

の間で実働1～3h位（配布場所による）

★年齢不問 ★短期もOK！

皆勤皆勤賞賞
1ヶ月休まず1ヶ月休まず
がんばろう！がんばろう！

あありり

詳しくは
お電話ください！

千歳市北斗4丁目
13番20号

27-0911
■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

配布員配布員募集募集
千歳・恵庭 委 ポスティングスタッフ

期　間▶︎ 雇用期間の定めなし
仕　事▶︎ 店内業務及び、野菜のピッキング、食肉加工補助 

（パック詰め、品出しなど）
資　格▶︎ 未経験者歓迎、PC入力可能な方
給　与▶︎時給950円〜
時　間▶︎  10:00～16:00の間で4～5h 

※シフト制　※残業なし
勤　務▶︎ 週2～5日　※応相談 

（水・日・祝はお休みです。）
待　遇▶︎ 労災保険、エプロン貸与、車通勤可、店内禁煙

まずはお気軽にお電話ください。

0123-29-3989

20〜40代 
活躍中！

千歳市日の出3丁目16-30モトゴロウ株式
会社

時間・日数時間・日数  
 応相談！ 応相談！

扶養内勤務扶養内勤務

OK！OK！

千歳 パ 店内業務

〒066-0015千歳市青葉6丁目14-6
千歳昭和交通㈱

まずはお気軽にお電話ください

担当/古瀬22-0866
さわやか無線センター

千歳 正 運行管理

期　間▶︎ 雇用期間の定めなし
仕　事▶︎ 日報管理、乗務員教育、簡易的な整備業務（タイヤ交換な

ども有）、配車業務等タクシー運行に関わる業務全般
資　格▶︎ 未経験者歓迎、要普通免許、PC操作、メール送受信が可

能な方（文字入力レベルでOK）
給　与▶︎ 月額240,000円（時間外30h、深夜手当含む）�
時　間▶︎ 8:00～17:00（日勤）　 

8:00～翌8:00/仮眠5h（宿直）　 
★宿直明けはそのまま帰宅OK 
※変形労働時間制　※研修期間中/8:00～17:00

休　日▶︎ 完全週休2日制　※出勤日数は月10～11日
待　遇▶︎ 各社保完備、制服貸与、車通勤可（駐車場完備）、退職金制度

有、奨学金返済支援制度有(規定有)、賞与年2回、喫煙室有

入社と同時に有給休暇10日付与入社と同時に有給休暇10日付与 入社祝金10万円支給入社祝金10万円支給
経験がなくても研修制度が 

あるので安心！

需要拡大につき増員決定!!

免税店スタッフ募集!!
国際色あふれる免税店等で一緒に働いてみませんか？

（正社員・アルバイト・パート）

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

語学堪能な方や
海外のお客様への

接客経験が
ある方優遇!

勤務表は
月毎に作成

パートは
フルタイム勤務
扶養内勤務
どちらも歓迎!

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]

期　間▶︎即日～雇用期間の定めなし
仕　事▶︎歯科衛生士業務
資　格▶︎ 未経験者歓迎、 

新卒・第二新卒・ブランクOK、年齢不問
時　間▶︎ 変形労働時間制 

9:30～20:15（月・火・木・金） ※休憩2h 
9:30～13:15（水） ※休憩なし　 
9:30～18:15（土） ※休憩1.5h

給　与▶︎月給230,000円〜
休　日▶︎ 週休2日制（日・祝・その他、平日1日）、

年末年始有
待　遇▶︎ 社保完備、昇給年1回有、賞与年2回有

（勤続1年後より支給）、退職金制度有（勤
続1年後より支給）、交通費規定支給（上
限15,000円）、車通勤可、敷地内禁煙

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

歯 科 衛 生 士歯 科 衛 生 士 募 集！募 集！

スマイル�デンタル�クリニック�恵庭
〒061-1406 恵庭市和光町2丁目2番12号

32-8888採用係

正社員募集！有給100％ 連休も可能！

恵庭 正 歯科衛生士

6ヶ月以上の長期勤務者は
6月・12月に一時金支給!!

時　間▶�7:30～22:00（実働8h～応相談）
給　与▶�時給1,130円〜
資　格▶�要大型免許、未経験者歓迎  

※70歳定年雇い止め 
★ これからも長く 

働きたい方大歓迎!!
勤　務▶週4日～応相談

仕　事▶︎新千歳空港店カウンターでの受付業務
時　間▶︎ 8:00～21:00の間で実働4h～（6h以上勤務で休憩1h）

※残業有 ※冬季営業時間変更有
給　与▶︎ 時給1,010円〜（試用期間/時給1,000円）
資　格▶︎要普免、英会話出来る方歓迎、未経験者歓迎
勤　務▶︎週2日～応相談

《共通項目》
期　間▶︎即日～雇用期間の定めなし
待　遇▶交通費全額支給、社保完備、敷地内全面禁煙

27-412327-4123応�募

千歳市柏台南2丁目2番5新千歳空港店

◆ カウンタースタッフ

交通費
全額全額支給

◆  送迎バスのドライバー 
（大型免許保持者）

【受付/9～18時】担当/松井

資
格
を
活
か
し
て
、

楽
し
い
旅
の
お
手
伝
い

し
ま
せ
ん
か
？

千歳 パ 送迎バスドライバー、カウンタースタッフ

短期・長期どちらもOK 時間・日数応相談

急募急募


