
2023 年 2 月 24 日（金）ちゃんと 16

仕　事▶�エコバス/市内循環バスの運転業務�
貸切バス/マイクロバス・大型バスの運転業務

資　格▶�エコバス/大型二種�
貸切バス/中型二種以上

時　間▶�6:30〜20:00の間で早番・遅番有（実働8h）�
※休憩2h、残業有

勤　務▶シフト制
給　与▶�基本給174,000円 ※他、無事故手当10,000円、

深夜手当200～1,500円、時間外15,800～45,000円、
その他手当11,500～42,000円 

〈月収例〉 ※月22～24日勤務 
エコバス/250,000～270,000円 
貸切大型バス/260,000～288,000円

〈正社員〉 配車係および事務補助

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭市住吉町
2丁目1-3富士交通㈱
担当/金田一0123-33-62710123-33-6271

期　間▶�雇用期間の定めなし（65歳から1年毎の更新制）
待　遇▶�社保完備、試用期間3ヶ月有、喫煙所有

《全体共通項目》

仕　事▶�タクシーの配車係および事務
時　間▶�7:30〜18:00（実働8h）��

※繁忙期に1日1h程度の残業の場合有
勤　務▶�週5日程度�※シフト制
給　与▶基本給191,400円

〈正社員〉 エコバス・貸切バス乗務員
恵庭 正エコバス・貸切バス乗務員、事務補助

女性も活躍できる♪

◆通販、受注業務（オペレーター）

《共通項目》

◆出荷作業関連業務

◆法人受注処理業務

オペレーター
出荷作業

法人受注処理

期　間▶3月中旬〜長期
仕　事▶電話・メール何れかの受付業務
時　間▶�①9:00〜18:00(車通勤)�

②9:30〜18:30(送迎バス通勤)�
※休憩1h　残業なし

期　間▶3月中旬〜長期
仕　事▶�法人様へのメール・電話対応業務および

受注入力
時　間▶�8:30〜17:30(応相談)�

※休憩1h　残業なし

期　間▶即日〜長期
仕　事▶�ⓐ通販出荷処理補助（事務）�

ⓑ販促資材出荷作業及び付帯する事務作業
資　格▶ⓑは車通勤可能な方
時　間▶�8:30〜17:30　※ⓑは時短等応相談�

※休憩1h　残業なし

給　与▶�時給1,000円
勤　務▶週4〜5日
待　遇▶�各社保完備（勤務時間による）、交通費規

定支給、車通勤可、送迎有（千歳駅）、館内
禁煙（事務所内に喫煙スペース有）

まずはお気軽にお電話ください。

  0123-48-28000123-48-2800
【受付/9～17時 担当/江藤】

●�フルタイムや土日勤務が可能な方歓迎!●�フルタイムや土日勤務が可能な方歓迎!

●未経験者歓迎!�研修・サポート体制充実！●未経験者歓迎!�研修・サポート体制充実！
●千歳駅から送迎有！●千歳駅から送迎有！

株式
会社 千歳市泉沢1007-111ケイシイシイダイレクトマーケティング部
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千歳 ア パ オペレーター、出荷作業関連業務、法人受注処理業務

各1名募集各1名募集

3名募集3名募集

1名募集1名募集

千歳 パ 清掃・受付

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20�第12ふじやビル4F

22-5280 採用係応募

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶�主に施設の日常清掃。他にペットの�

火葬受付やご遺族様への案内業務。
資　格▶不問、未経験者歓迎、車通勤可能な方
給　与▶時給920円
時　間▶�8:45〜17:15　※実働7h　�

※休憩1.5h、残業なし
勤　務▶�月12日　シフト制�

（友引、元日はお休み）
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、敷地内全面

禁煙
勤務先▶千歳市葬斎場/千歳市根志越1365

清掃・受付清掃・受付
スタッフスタッフ募集募集!!

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

0123-22-1090

期　間▶�1年毎の更新�※原則更新
仕　事▶�新千歳空港内において、貸切バスを所定位

置に駐車案内するお仕事です。�
研修があるので安心して取り組めます。

入社日▶�研修（国内線/2週間、国際線/1週間）後随時
資　格▶性別不問、健康な方
給　与▶�時給1,100円 ※研修期間/時給920円
時　間▶�①7:45〜15:00�②7:45〜17:15�

③7:45〜18:15��
※休憩1h、シフト交代制�
※延長有�※月/150h前後、変動有

休　日▶�月10日位�※要相談、研修中は土・日休み
待　遇▶�社保完備、制服貸与、車通勤可、交通費規定

支給、喫煙所有
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。

【平日／9〜18時】
担当/スズキ

観光で
来道された
皆様の快適快適なな旅旅をを

サポート!サポート!

千歳 契 貸切バス案内業務

期　間▶〜3ヶ月、その後１年毎の更新
仕　事▶①調理員�②調理補助�③食器洗浄�
資　格▶①調理経験者、資格不問
給　与▶�①時給1,300円 

②時給1,200円  
③時給920円

時　間▶�①5:00〜14:00、9:00〜18:00�
　※実働8h、交替制�
②5:00〜14:00、9:30〜19:30�
　※実働8h�
③17:00〜19:30、18:00〜19:30�
　※実働1.5〜2.5h�
※6h以上勤務で休憩1h、残業なし

休　日▶シフト制
勤務先▶恵庭南病院
待　遇▶�各社保完備（時間数による）、交通費規定支

給、制服貸与、車通勤可、敷地内禁煙

㈱北海道グリーンハウス
札幌市中央区北3条西2丁目8番地　さっけんビル2F

担当/おぐら011-232-2430
電話連絡の上、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。

パート募集パート募集
調理員・調理補助・食器洗浄調理員・調理補助・食器洗浄
恵庭 パ 調理員、調理補助、食器洗浄

(有)M.D.N SECURITY　(有)M.D.N TRANS 
(有)M.D.N Re-BORN 千歳市高台5丁目1-5

期　間▶雇用期間の定めなし
勤務先▶千歳市内
仕　事▶主にモニター監視
資　格▶�未経験者歓迎、学歴不問、�

18歳以上（省令2)
時　間▶�8:00〜17:00
給　与▶月180,000円～
勤　務▶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、受動喫煙対策有

勤務先▶配達エリア:千歳市内
報　酬▶�収入例/月25～40万円可能　 

※ 最低保証10,000円 
（例/100個配達で14,000円）

時　間▶8:00〜20:00
休　日▶月4〜10日
待　遇▶�車通勤可、制服貸与、研修有、車両貸出・持ち込み可

期　間▶雇用期間の定めなし
勤務先▶千歳市高台5丁目1-5
仕　事▶�運送業・警備業・清掃業のデータ入力、電話の対

応、伝票整理、来客対応、支払等の外回りで社用車
AT軽自動車使用有

資　格▶�Excel、Wordの基本操作が出来る方、要普通免許
時　間▶�正/9:00〜18:00�※残業なし�

パ/9:00〜13:00
給　与▶正/月給160,000円 パ/時給1,000円
休　日▶土日祝
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、制服貸与、受動喫煙対策有

期　間▶雇用期間の定めなし
勤務先▶千歳市内・恵庭市内
仕　事▶企業、ホテル、退去アパート、個人宅の清掃
時　間�▶9:00〜17:00の間で実働2h〜5h　�

※現場による　※残業なし
給　与▶時給1,000円
勤　務▶週3〜5日
待　遇▶制服貸与、自宅まで送迎有

まずはお気軽にお電話ください。
応募の際に、ご希望の職種をお伝えください。

期　間▶雇用期間の定めなし
勤務先▶�千歳道の駅
仕　事▶�イベント行事、道路工事などの交通誘導警備業務
資　格▶�未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶�日給8,000～12,000円 

※法定研修期間（20h)/時給920円
時　間▶�8:00〜17:00（休憩1h）
勤　務▶�土・日・祝日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服貸

与、昇給有、送迎有、正社員登用制度有、試用期間
3ヶ月有（同条件）

4 職 種 で 募 集 中 ! !◆荷物の配達業務/請負

◆警備スタッフ/正社員・アルバイト

◆施設警備員/正社員

◆事務/正社員・パート

◆清掃スタッフ/パート

0123-23-0501

千歳・恵庭 正 ア 警備正 パ 事務パ 清掃他 配達

Wワーク
OK!!

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。

期　間▶�即日〜通年雇用
仕　事▶�千歳・恵庭エリアでのスタッフ送迎
資　格▶�中型免許以上、マイクロバス運転

出来る方
給　与▶�時給1,500円
時　間▶��①7:00〜8:30�

②16:00〜18:00�
※�就業先により時間変更の場合有、
残業なし

勤　務▶週4回程度�※工場カレンダーによる
待　遇▶�交通費規定支給、�

受動喫煙対策有、車内禁煙

［契約社員］ 自社送迎ドライバー

時給1,500円!!
★�当社の契約社員として勤務します。

通年
雇用

千歳・恵庭 契 自社送迎ドライバー

《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（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

金太郎寿し 〒066-0063 
千歳市幸町2丁目1

24-978624-9786応募 担当/採用係
受付/11〜15時、16時〜

《共通項目》
期　間▶雇用期間の定めなし
待　遇▶�社保完備（勤務による)、制服貸与、車通勤可、

燃料手当有、交通費規定により支給（委細面
談にて）

仕　事▶配膳、洗い場
時　間▶�9:30〜14:00、17:00〜24:00

※応相談　※残業なし
給　与▶�時給950～1,000円　 

※22時以降深夜割増有
休　日▶週2〜4日�※日曜定休�応相談

◆ホール・洗い場スタッフ【アルバイト】
★高校生可

仕　事▶調理補助
時　間▶�11:00〜14:00、17:00〜24:00�

※応相談
給　与▶�時給1,000～1,500円 

※22時以降深夜割増有
休　日▶週2〜3日

◆調理補助スタッフ【アルバイト】

千歳 ア ホール・洗い場、調理補助

2職種募集!アルバイト

千歳

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

担当/高田070-7400-4434

〒066-0047�千歳市本町5丁目1502-1
くらしさ千歳
小規模多機能型ホーム

㈱元気な介護

仕　事▶�食事、入浴、排泄介助など生活上の介護業務全般
給　与▶�基本給:160,500円 

※夜勤:5,000円×5回=25,000円、 
　介護福祉士 10,000円別途支給

時　間▶�早番/7:00〜16:00�or�8:00〜17:00�
日勤/9:00〜18:00�
遅番/10:00〜19:00�or�12:00〜21:00�
夜勤/21:00〜翌7:00�
※休憩1h(夜勤は休憩2h）、残業なし

休　日▶�シフト制
勤務先▶くらしさ千歳

◆ 介護スタッフ/ 正社員

仕　事▶�ケアプラン作成、モニタリング、などケアマ
ネジメントに関わる一連の業務

資　格▶�介護支援専門員（必須）、主任介護支援専門
員優遇、ブランク・未経験OK

給　与▶�正/基本給：220,000円  
※資格手当30,000円別途支給 
パ/時給1,230円～1,500�
※経験や資格を考慮して給与を決定します。

時　間▶�9:00〜18:00
休　日▶�月9日（2月のみ8日）
勤務先▶�居宅介護支援事業所�くらしさ千歳

仕　事▶入浴介助や清掃、買い物等の家事援助等の
　　　　訪問介護業務
資　格▶�初任者研修以上の資格をお持ちの方、普通

自動車運転免許（AT可）、未経験者・ブランク
OK、実務者研修・介護福祉士・訪問介護や介
護業務経験がある方優遇

給　与▶�時給1,280円以上 
介護福祉士/時給1,310円～

勤　務▶�週3日〜OK�※応相談
勤務先▶�訪問介護ステーション�くらしさ千歳

【共通項目】
期　間▶�3ヵ月以上〜長期
待　遇▶�社会保険完備、交通費全額支給、賞与年2回

（6月・12月）、昇給年1回（7月）、資格取得支
援制度、受動喫煙対策有

◆ ケアマネージャー/ 正社員・パート

◆ 訪問介護スタッフ/ アルバイト・パート

仕　事▶�食事や入浴、排泄などの介助全般
給　与▶�無資格・初任者研修・実務者研修： 

時給1,040円、介護福祉士：時給1,070円
時　間▶�7:00〜21:00の間で5h〜�

※6h以上勤務の場合45分休憩、�
　8h以上勤務の場合60分休憩

勤　務▶�週3日以上�※土日祝勤務可能な方
勤務先▶�くらしさ千歳

◆ 介護スタッフ/パート

正 パ 介護スタッフ 正 パ ケアマネージャー ア パ 訪問介護スタッフ

介護スタッフ・ケアマネージャー募集中!!介護スタッフ・ケアマネージャー募集中!!

元気に健康に美しく！身だしなみや健康面のサ
ポートとして、美容室・服の購入・メガネの新調・
ネイル・マッサージなどにかかった費用を負担

します！雇用形態や勤務日数を問
わず、在籍している全職員を対象
に【年間12,000円分】を負担。

（株）元気な介護の福利厚生制度
人気No.1『元気キューティサポート』

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶�生活情報紙｢ちゃんと｣の広告・企画営業（既存の取引

先の訪問及び新規開拓）、顧客管理業務（データ入力）
資　格▶�要普免、千歳・恵庭市内在住の方、�

エクセル操作できる方
給　与▶ 月240,000円～　※業績給別途支給
時　間▶�9:00〜18:00（休憩95分）�

※�月曜日は、若干の残業があります。�
（月平均4〜10h程度）

休　日▶�日曜日、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）、車通勤可、試用期間1〜3ヶ月位有、敷地内禁煙

千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

まずはお気軽に
お電話ください。 0123-27-0911

〒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

営業スタッフ
募 集

正 社 員

あなたの「好き」を活かしませんか？

千歳・恵庭 正 営業

千歳・その他

期　間▶長期
仕　事▶客室清掃
資　格▶土日・祝日勤務可能な方（出来る限り）
時　間▶�7:00〜18:00（2h〜OK）　※残業なし
給　与▶�平日/時給1,000円 

※7:00～9:00は時給1,200円 
土日祝/時給1,100円 

※7:00～9:00は時給1,300円
勤　務▶�土日どちらかまたは両方を含む週2日〜
待　遇▶�交通費全額支給、制服貸与、�

有給休暇、受動喫煙対策有
勤務先▶�①Fヴィレッジタワー11　�

②ANAクラウンプラザホテル　�
③Minn千歳（旧Adamas千歳）　�
※①〜③シフト

応　募▶�まずはお気軽にお電話ください。

札幌市東区 
北41条東5-2-14

（受付/10〜14時）
（採用担当） 090-3130-7243 

ホクトサービス株式会社

★扶養内勤務可　★扶養内勤務可　
★土日のみもOK★土日のみもOK
★マイカー通勤OK★マイカー通勤OK 年齢・性別不問

交通費全額支給

土日祝/時給1,100〜1,300円
平日/時給1,000〜1,200円

ア パ 客室清掃スタッフ


