
2023 年 2 月 24 日（金） ちゃんと15

恵庭リサーチ・ビジネスパーク株式会社

パート 清掃・ベッドメイク
恵庭 パ 清掃・ベッドメイク

期　間▶︎4月1日〜翌3月31日まで 
　　　　※その後、1年毎の更新制
仕　事▶︎  日常清掃、宿泊室（客室・ユニット
　　　　バス）の清掃・ベッドメイク
資　格▶︎ 未経験者歓迎、学生不可
給　与▶︎時給920円
時　間▶︎  ①8:00〜12:00 ②13:00〜17:00  

※シフト制、残業なし
休　日▶︎ 週休2日 ※シフト制
待　遇▶︎ 雇用保険、労災保険、賞与有、扶養・住宅・寒冷地

手当、制服貸与、受動喫煙対策有

〒061-1374 恵庭市恵み野北3丁目1-1

0123-36-3113
まずはお電話のうえ、写真付履歴書をご郵送ください。

《共通項目》
期　間▶︎雇用期間の定めなし
勤　務▶︎週1日〜OK、午前・午後シフト制
休　日▶︎ 週休2.5日 (水・日・土のみ半休)
待　遇▶︎ 交通費規定支給、労災・雇用保険、制服貸与、車通

勤可、敷地内禁煙

歯科衛生士・歯科助手募集歯科衛生士・歯科助手募集

医）住吉歯科医院 千歳市住吉3丁目14-14千歳市住吉3丁目14-14
http://sumi-dc.net/

採用係0123-23-7005応募

❶歯科衛生士
資　格▶︎歯科衛生士、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
❷助手・器具洗浄、準備
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

千歳 パ 歯科衛生士パ 助手・器具洗浄、準備

愛知県小牧市 
高根1丁目200番地

https://www.aiko-medical.co.jp日清医療食品グループ
080-4610-1432

株式会社アイコーメディカル

電話受付/ 月〜金（祝日除く）
(採用係) 9:30〜17:00

恵庭 パ 調理補助

期　間▶︎ 試用期間3ヶ月終了後は毎年度末更新 
（60歳以上は半年更新）

仕　事▶︎ 幼稚園内厨房での調理・盛付け・配膳・片付けなど
資　格▶︎ 調理師・栄養士免許お持ちの方歓迎
時　間▶︎ 8:30〜16:30（休憩有）、8:30〜12:00 

※応相談 ※残業なし
給　与▶︎ 時給930円(試用期間3ヶ月は時給920円)
休　日▶︎土・日・祝日
待　遇▶︎ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、食事補助、 

敷地内禁煙
勤務先▶︎恵庭市 ※面接は現地にて行います。

パート募集!パート募集!調理補助調理補助
★未経験歓迎！

レンタカー・ガソリンスタンド業界の経験者歓迎!

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-26-2191 《担当》
つのだ

期　間▶︎雇用期間の定めなし
仕　事▶︎ 新車・中古車の販売業務、軽整備、他
資　格▶︎ 未経験者歓迎、要普通免許（AT限定OK）
給　与▶︎ 月160,000円〜 

※試用期間1〜6ヶ月/時給920円〜
時　間▶︎ 10:00〜19:00（実働8h）  

※休憩1h ※残業有
休　日▶︎ 4週8休、他シフト制、年末年始 

※会社カレンダーによる
待　遇▶︎ 各社保完備、業績賞与年2回、燃料手当、

交通費規定支給、車通勤可、カップ式飲
料機使い放題、社内禁煙、屋外喫煙所有

スターオート
千歳市東雲町5丁目7-3 株式会社スターオート 千歳店

http://starauto1995.com/

正社員正社員
募集!募集!

千歳 正 販売、軽整備

期　間▶︎雇用期間の定めなし
仕　事▶︎ レンタカーの受付、事務、洗車等お手伝い 

※ 仕事を覚えて、もっと頑張りたい方は時給UP!
資　格▶︎ 経験者歓迎、要普通免許（AT限定OK）
給　与▶︎ 時給970〜1,200円
時　間▶︎ 7:30〜19:00の間で早番・中番・遅番シフト制 

※早番のみ、遅番のみもOK！ 
　1日4h程度の短時間も可  
※休憩1h ※残業有

勤　務▶︎ 週3日〜 ※シフト制  
※土・日曜のみ・Wワーク等応相談

待　遇▶︎ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤
可、カップ式飲料機使い放題、正社員登
用制度有、社内禁煙、屋外喫煙所有

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-26-2191 《担当》
つのだ

ニコニコレンタカー 千歳市東雲町5丁目7-3 
千歳東雲町店

早番・遅番勤務できる方　シフトは自由に決められる！

1,2001,200円円時給時給

千歳 ア パ レンタカー業務

★ 子育て中のママさん ★ 子育て中のママさん 
フリーターさん大歓迎！フリーターさん大歓迎！

扶養内勤務 OK！

★�急募 !!��
土日祝勤務できる方��

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-26-2191 《担当》
つのだ

期　間▶︎雇用期間の定めなし
仕　事▶︎ 受付、洗車、送迎、 

車両管理、入力業務、他
資　格▶︎ 要普通免許（AT限定OK）
給　与▶︎ 月185,000円〜 

※試用期間1〜6ヶ月/時給970円〜
時　間▶︎ 10:00〜19:00（実働8h）  

※休憩1h ※残業有
休　日▶︎ 4週8休、他シフト制、年末年始 

※会社カレンダーによる
待　遇▶︎ 各社保完備、業績賞与年2回、交通費

規定支給、車通勤可、カップ式飲料機
使い放題、社内禁煙、屋外喫煙所有

正社員募集!!正社員募集!!
千歳 正 レンタカー業務

ニコニコレンタカーニコニコレンタカー
（株）プレデアス 千歳市東雲町5丁目7-3 

千歳東雲町店

急募 !! 土日祝勤務できる方急募 !! 土日祝勤務できる方

期　間▶︎採用日〜3月末まで ※その後1年毎の更新
勤務先▶︎ JR恵庭駅〜島松駅、JR恵み野駅、JR新千歳空港駅
仕　事▶︎ 駅舎内全般の清掃（男女・バリアフリートイレ含

む）、ゴミの収集・分別、他
時　間▶︎ ①JR恵庭駅(島松駅含む) 8:10〜15:10  

　※実働6h、休憩1h 
②JR恵み野駅 8:10〜12:10 ※実働4h 
③JR新千歳空港駅 
　ⓐ8:50〜12:50 ※実働4h 
　ⓑ12:50〜19:50 ※実働6h、休憩1h 
　Ⓒ8:50〜16:50 ※実働7h、休憩1h 
　※ⓐ〜Ⓒシフト制 
※①〜③何れも残業の場合有（0.5h程度/月）

給　与▶︎ 時給930円 ※試用期間3ヶ月有（同条件）
勤　務▶︎4週6休 ※シフト制、応相談
待　遇▶︎ 各社保完備、有給休暇、交通費規定支給、 

制服貸与、駅舎内禁煙
お電話の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。担当/安藤

北海道クリーン・システム㈱ 札幌鉄道支店 空港営業所
千歳市美々JR新千歳空港駅舎内■JR北海道グループ

0123-45-7160 080-2877-3015

駅舎清掃駅舎清掃
スタッフ募集!スタッフ募集!

★女性活躍中! ★勤務先多数!

千歳・恵庭 パ 清掃

千歳・恵庭 契 タクシードライバー

有名コンビニスイーツ製造

未経験者も大歓迎!
★男女ともに活躍中♪ ★未経験者歓迎！

恵庭 正 製造全般

㈱デザートランド北海道工場
恵庭市戸磯201-20

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡
「Ｑ人ナビを見た」とお伝えください！お気軽にお電話を！随時受付♪

応 募 0123-34-08000123-34-0800

正社員正社員 募集！
◆洋生菓子の製造全般 
期　間▶︎雇用期間の定めなし
仕　事▶︎ 製造全般、その他商品の仕分け、出荷作業、製造準備等も有
時　間▶︎ 基本9:00〜18:00(変動有) ※早出、遅出有 

※休憩は1h 残業は月/5〜10h
給　与▶︎ 高校新卒/月給171,730円 

大学新卒、又は25歳以上/月給201,170円 
※残業手当、深夜割増手当（経験・能力等を考慮）別途支給 
※委細面談

休　日▶︎ 年間120日、月9〜10日 ※月の勤務日数による
資　格▶︎ 未経者験歓迎
待　遇▶︎ 各社保完備（勤務時間による）、昇給年1回、有給休暇制度、産

後休暇、育児休暇、制服貸与、車通勤可、交通費規定支給、 
賞与年2回、退職金制度（勤続5年以上が対象）

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

(千歳第一ホテルに繋がります)
 0123-27-2000

期　間▶︎雇用期間の定めなし
勤　務▶︎週2〜5日 ※応相談
待　遇▶︎ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、 

受動喫煙対策有

共
通
項
目

仕　事▶︎ 朝食の盛り付け、補助、配膳等
時　間▶︎ 5:00〜10:00の間で実働3〜5h ※応相談 

※残業なし
給　与▶︎時給1,000円〜
勤務先▶︎ 千歳第一ホテル、 

クイーンズホテル千歳

朝食スタッフ

まかない付き、まかない付き、
早朝手当有早朝手当有

仕　事▶︎チェックイン、館内巡回等
資　格▶︎未経験者歓迎、ブランクOK
時　間▶︎ ①22:00〜翌8:00の間で実働8h ※休憩2h、残業なし 

②17:00〜22:00（実働5h） ※休憩、残業なし
給　与▶︎①時給1,200円 ②時給1,000円
勤務先▶︎ 千歳第一ホテル、クイーンズホテル千歳

ナイトフロント
正社員登用有正社員登用有

学生・シニア学生・シニア大歓迎!!大歓迎!! 仕　事▶︎ ベッドメイキング
時　間▶︎ 9:30〜15:30  

※実働5.25h ※残業なし
給　与▶︎ 時給920円〜 

※土日祝手当500円/1日
勤務先▶︎ 千歳第一ホテル 未経験者歓迎!未経験者歓迎!

ベッドメイク
千歳 ア パ 朝食スタッフ、ナイトフロント、ベッドメイク

クイーンズホテル千歳 千歳市幸町５丁目6-1
千歳第一ホテル 千歳市幸町4丁目25-1

★千歳営業所で随時登録会開催‼★時間や休日は応相談‼

応 募 0120-35-0909
（通話無料/平日9〜20時、土日9〜18時）
0909work

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

仕　事▶︎ パンの製造及び仕分け NO.1957-A-01
期　間▶︎長期
給　与▶︎ ①時給1,000円〜 ※22時以降時給1,250円 

②時給990円
時　間▶︎ 24時間の間で①実働8h/休憩1h　 

②実働4〜5h/休憩なし ※残業なし

◀︎ チェック! ▶︎

和気あいあい♪
私たちと一緒に働きませんか？

勤　務▶︎ 週4日〜
待　遇▶︎ 社保完備、交通費規定支給、車通勤可、

制服貸与、退職金制度有（規定による)、
喫煙ブース有

勤務先▶︎恵庭市恵南

10名募集オススメ案件！

恵庭 派 工場内作業

〒060-0051 
札幌市中央区 南1条東6丁目2-30㈱メンテナンスコア

011-596-7213011-596-7213【受付】 平日/ 8:30〜17:30 
担当/大場

まずはお気軽に
お電話ください！

◆清掃スタッフ①
仕　事▶︎クラブハウス内の日常清掃等（浴室清掃有）
給　与▶︎時給1,030円
時　間▶︎ 6:00〜12:00、 

13:00〜19:00（何れも実働6h） 
※ シフトにより休憩有、状況により残業

の場合有

◆清掃スタッフ②
仕　事▶︎クラブハウス内の日常清掃等（トイレ清掃有）
給　与▶︎時給1,020円
時　間▶︎ 6:30〜12:00（実働5h）、 

8:30〜14:00（実働5h）、 
13：00〜19:00（実働6h） 
※シフトにより休憩有、状況により残業の場合有

【共通項目】
期　間▶︎2023年4月中旬〜11月下旬
資　格▶︎未経験者歓迎、要普通免許、自家用車で通勤可能な方
勤　務▶︎週4〜5日（月次シフト表による）
待　遇▶︎ 各社保完備、有給休暇、交通費規定支給、制服貸

与、受動喫煙対策有（喫煙所有)
勤務先▶︎ 恵庭カントリー倶楽部 （恵庭市盤尻53-2）

簡単なお仕事から
スタートします

OK!

◆ゴルフクラブハウス清掃

年代幅広く活躍中♪年代幅広く活躍中♪

補充募集!
清掃スタッフ

50代・60代・70代も歓迎50代・60代・70代も歓迎

恵庭 期 清掃

給　与▶︎日給7,500円〜
時　間▶︎ 6:00〜15:00(実働7.5h) 

7:00〜16:00(実働7.5h) 
※ 季節により変動有、 

休憩1h、残業/月0〜5h

◆コース管理【契約社員】

性別・年齢性別・年齢

不問不問  

アロハリゾート
旧アロハカントリークラブ

〒059-1513 勇払郡安平町早来緑丘168-1 アロハリゾート採用係宛
［お問合せ］ 0145-23-2236

給　与▶︎契/日給7,500円〜 ア/時給920円〜
時　間▶︎ 契/平日 8:00〜16:00(実働8h以内) 

土日祝 6:00〜15:00(実働8h以内) 
 8:00〜17:00(実働8h以内) 

ア/6:00〜17:00の間で6〜8h 
※休憩1h、残業/月0〜5h

◆フロント【契約社員/アルバイト】

【応募】写真付き履歴書をご郵送ください。

安平 契 コース管理、ポーター契 ア フロント、スタート室

◆ポーター【契約社員】
給　与▶︎日給7,500円〜
時　間▶︎ 平日 7:00〜16:00(実働8h以内) 

土日祝 6:00〜15:00(実働8h以内) 
7:00〜16:00(実働8h以内) 
8:00〜17:00(実働8h以内) 

※休憩1h、残業/月0〜5ｈ

◆スタート室【契約社員/アルバイト】
給　与▶︎契/日給7,500円〜 ア/時給920円〜
時　間▶︎ 契/平日 7:00〜16:00(実働8h以内) 

土日祝 6:00〜15:00(実働8h以内) 
 7:00〜16:00(実働8h以内) 
 8:00〜17:00(実働8h以内) 

ア/6:00〜17:00の間で6〜8h 
※休憩1h、残業/月0〜5h

趣味も仕事もゴルフで充実!!趣味も仕事もゴルフで充実!!
★仕事終わりにプレーできます!★仕事終わりにプレーできます!

★扶養内勤務OK!★扶養内勤務OK!
学生さんも歓迎!!学生さんも歓迎!!
★土日祝のみのアルバイトもOK!!★土日祝のみのアルバイトもOK!!

60代の方も活躍中！ 性別・年齢不問

ゴルフ場スタッフ募集ゴルフ場スタッフ募集

★�子育て中の方も歓迎!時間応相談!★�子育て中の方も歓迎!時間応相談!
【共通項目】
期　間▶︎4月上旬頃〜11月下旬頃まで 
資　格▶︎未経験者歓迎、車で通勤できる方
勤　務▶︎ 週2〜4日・土日祝のみ可 ※学生も可
待　遇▶︎ 社保完備(離職後の雇用保険有)、交通費規定支給、 

試用期間1ヶ月有、職種により制服貸与、受動喫煙対策有

期　間▶︎雇用期間の定めなし
仕　事▶︎ カレー専門店でのホール業務（3名募集）
時　間▶︎ 10:00〜20:00の間で実働7〜8h 

※休憩1h、残業なし
給　与▶︎ 月180,000〜200,000円 

※経験による
休　日▶︎週休2日、シフト制
待　遇▶︎ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、

食事付き（無料）、賞与年2回（業績による）、喫煙ス
ペース有

入社祝い金 万円
支給！15

キタカレー 
釧路レストハウス(株)

カレーハウス

千歳市美々新千歳空港 ターミナルビル3F
担当:野田46-5637

完全週休2日制を実現するため増員募集!!

千歳 正 ホール


