
2023年2月24日（金）ちゃんと 12

5:00〜8:00、19:00〜22:00 は、

円
時
給1,000
期　間▶︎6ヶ月毎の更新（長期）
仕　事▶︎店内業務全般
資　格▶︎�車通勤可能な方、ダブルワーク・シニア歓迎
時　間▶︎�①5:00～9:00or10:00�

②14:00～23:00�
③18:00～23:00�
※休憩なし、残業なし�
※状況により早上がりの可能性有

給　与▶︎��時給990円～（高校生は時給940円～）�
※5:00～8:00、19:00～22:00は時給1,000円

勤　務▶︎�週3日～�※年末年始、お盆休み相談可�
(長期休暇ご相談ください。)

待　遇▶︎�交通費規定支給、制服貸与、社会保険有、敷地内禁煙
勤務先▶︎�陸上自衛隊東千歳駐屯地内（千歳市祝梅1016）

◆店舗スタッフ

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

ローソン自衛隊東千歳駐屯地店 千歳市祝梅1016

22-2241 ※委細は面談にて

新型コロナウイルスの感染予防対策をしています。

お待ちして お待ちして 
おります♪おります♪

土日のみ、 
平日週2〜 

OK！

千歳 パ 店内業務

急募！
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
勤務先▶︎新千歳空港内

新千歳空港で働きませんか?

空港施設空港施設
警備員警備員 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�正社員�
登用有登用有

千歳 契 空港施設警備員

4月〜10月の土日祝は、時給50円アップ!!

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
期　間▶︎��4月～11月まで�※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

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】

えこりん村スタッフ募集!!えこりん村スタッフ募集!!
恵庭 パ 栽培管理

★60代活躍中!体を動かすのが好きな方にピッタリ★60代活躍中!体を動かすのが好きな方にピッタリ
「キッチンガーデン」での栽培管理

びっくりドンキー・らくだ軒・びっくりドンキー・らくだ軒・
森のレストランTen-Manで使用できる森のレストランTen-Manで使用できる  
2020%%割引券割引券をを毎月毎月55枚支給!枚支給!

千歳 パ 清掃

0120-357-337
080-5729-7602�（土・日曜、祝日）

一般労働者派遣事業（派01-300285）
千歳市東雲町
1丁目9-6㈱マグナクルー

★随時面接致します

【月～金曜】9～18時

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

◆野菜の選別（恵庭市島松）
期　間▶︎3月～10月末
給　与▶︎時給950円
時　間▶︎�8:30～17:00�

※状況により残業の場合有
休　日▶︎シフト制
待　遇▶︎�残業手当有、交通費規定支給、�

車通勤可（無料駐車場有）、�
受動喫煙対策有

大歓迎大歓迎!!!!
時給時給

950円!

未経験未経験 シニアシニア
の方の方

主婦（夫）主婦（夫）
さんさん

恵庭 派 野菜の選別

恵庭

期　間▶︎雇用期間の定めなし
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

◆正社員 ◆パート

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

正 パ 販売

販売ノルマ
なし

未経験者
大歓迎正社員・パート同時正社員・パート同時募集!募集!

〜生活雑貨 Idéal .  恵み野店〜〜生活雑貨 Idéal .  恵み野店〜

期　間▶︎雇用期間の定め有（3ヶ月毎原則更新）
資　格▶︎�高卒以上、未経験者歓迎
給　与▶︎時給920円～
時　間▶︎�14:00～19:00（実働4.5h）�※休憩30分
勤　務▶︎週4～5日
待　遇▶︎�雇用・労災保険、交通費規定支給、車通勤可、�

昇給・賞与有、有給休暇

〈共通項目〉
仕　事▶︎�雑貨、アクセサリーの接客販売、発注・商品の

陳列・商品管理、レジ対応、ラッピング等
勤務先▶︎�Idēal.�恵み野店�

恵庭市恵み野里美2丁目/フレスポ恵み野内

仕　事▶︎�新千歳空港国際線ターミナルビル内の共用部の清
掃。ゴミ集め、拭き掃除等の簡単な日常清掃になるの
で、未経験者の方でも安心です。

時　間▶︎�8:00～17:00�※休憩1h、残業なし
給　与▶︎�時給1,000円

【共通項目】
期　間▶︎�2～3ヶ月毎の更新�※長期
勤務先▶︎�新千歳空港/千歳市美々(JR新千歳空港駅直結)
勤　務▶︎�週3～5日�※日数応相談、休み希望もご相談に応じます。
待　遇▶︎�各社保完備、交通費全額支給、昇給有、制服貸与、�

週払い制度有、有給休暇、施設内分煙

仕　事▶︎�客室のシーツ交換やバスルーム清掃、タオル等の
アメニティ補充等をお任せします。

時　間▶︎�9:00～15:30の間で実働4～6h�
※シフト制、応相談、残業なし

給　与▶︎�時給1,050円

未経験者大歓迎！未経験者大歓迎！

■一般労働者派遣事業許可番号（派13-304719）
■有料職業紹介事業許可番号（13-ユ-304566）

札幌市中央区北4条西6-1�毎日札幌会館6階
㈱シグマスタッフ�札幌支店

お気軽にお電話ください。
千歳・恵庭市内での面接も随時対応いたします。

0120-933-797

千歳 派 清掃

車通勤
OK!

接客ナシ!接客ナシ!
モクモク作業が モクモク作業が 
お好きな方必見!お好きな方必見!

◆新千歳空港内のホテルの客室清掃

◆国際線ターミナルの清掃

20232023年度 スタッフ年度 スタッフ募集募集
千歳カントリ千歳カントリーークラブクラブ

丁寧指導で未経験の方も安心！

千歳カントリークラブ
〒066-0005 千歳市協和814 http://www.chitosecc.jp/

期　間▶︎�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

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

期　間▶︎勤続１年後、無期雇用になります。
仕　事▶︎�主にコープさっぽろの組合員さんへ、「宅配トドック」の利用をご案内するお仕事です。

組合員さんへのお電話掛け、ご自宅へのご訪問、店舗でのトドック案内など、決められ
たエリア内でのチーム活動になります。自家用車チャーター制度でご自分の車で移動。
インセンティブ・正社員登用有、やりがいあるお仕事です。

資　格▶︎要普通自動車免許、自家用車持込み可能な方（車種は問いません）、PC基本操作可能な方
時　間▶︎�9:00～18:00　※実働8h　�

※週40時間・週5日（月間変形労働制）　※残業/月平均5h
給　与▶︎�月給18～34万円＋歩合給　�

月収例/月440,000円（基本給月250,000円＋インセンティブ月190,000円）
休　日▶︎土曜・日曜もしくは日曜・月曜　※どちらか選択可、GW・お盆・年末年始
待　遇▶︎�各種社会保険完備、車通勤可（無料駐車場完備）、ガソリン・オイル交換�

代支給、慶弔見舞金等、共済会、特別休暇（介護・育児・慶弔・傷病等）、�
家族手当（18歳未満の扶養家族1人につき月1万円支給・上限なし）

応　募▶︎�まずはお気軽にお電話ください。webからの応募も可

千歳市上長都
3番地1

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

080-2863-9540
宅配トドック 千歳センター(営業部)

受付/9:00～18:00　　
担当/�宅配本部・運営グループ長�小田

web応募
はこちら
▼

残業ほぼ
なし！

土日休み
可能！

● 頑張りが収入に反映される!
● 一人にならないチームプレー

●  コープさっぽろ随一の 
インセンティブ有

ミドルOK★ 
男女問わず活躍中!

千歳 契 営業

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）�
③9:30～19:30（実働8h）�
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

歯科衛生士歯科衛生士募集募集

時間時間
応相談応相談

恵庭 正 準 歯科衛生士

●寮完備　●送迎有 
●従業員食堂　●褒賞制度有

福利厚生充実

担当/湊谷(ミナトヤ)0123-25-2211
お気軽にお電話ください。全員と面接いたします。

◆ 食器洗浄スタッフ（パート）

仕　事▶︎�従業員食堂での調理全般�
（食材の準備・調理・盛付・提供など）

時　間▶︎�8:30～17:30�実働8h�※休憩1h、残業なし
給　与▶︎時給1,100～1,500円（経験等考慮）

期　間▶︎�即日～3/31�※その後、1年毎の更新（原則更新）
勤　務▶︎週3～5日�シフト制�※応相談
待　遇▶︎�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可（駐車場

有）、制服貸与、送迎有、独身寮完備、従業員食堂
利用可、褒賞制度有、受動喫煙対策有

◆ 従業員食堂調理スタッフ（パート）

共通項目

千歳市
支笏湖温泉 みずのうた

仕　事▶︎「水の謌」内の食事会場で使用する食器の洗浄
時　間▶︎�12:30～22:30の間で実働8h　�

※シフト応相談　�
※状況により早上がり、延長の場合有

給　与▶︎時給1,000～1,100円

千歳 パ 食器洗浄、調理

パートスタッフ募集！

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
新千歳空港店郷土料理

定山渓温泉 「鹿の湯」グループ

担当/田中0123-46-58300123-46-5830

【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


