
2023年3月3日（金） ちゃんと13

期　間▶  雇用期間の定めなし
仕　事▶  電話対応、書類チェック等事務作業
資　格▶ 未経験者歓迎、簡単なPC入力できる方歓迎
給　与▶時給930円
時　間▶  9:00～15:00　※応相談　※残業なし 

【例/実働4h×4日、実働5h×3日】
勤　務▶ 週3～4日　　　休　日▶ 土日祝、他
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、館内禁煙、

子育て支援金有 
（小学校～高校生まで500～700円/1日)

勤務先▶ マリアージュインベルコ千歳支社　支社管理室 
（千歳市北信濃871-19 千歳シティーホール内）

お電話もしくは写真付履歴書をご郵送ください。

0123-26-1163
★ 休館などで繋がらない場合は、 
080-4415-2765（採用担当部署直通）

千歳市錦町
4丁目9番地（株）マリアージュインベルコ千歳支社

事務スタッフ募集！
★働きやすい時間帯!

｢子育て支援金｣あり!
時間・日数応相談

（リアン平安閣）

千歳 パ 事務

まずはお気軽にお電話ください。

千歳市美々 新千歳空港国内線ターミナルビル

090-8906-1046 担当/上野

【共通項目】
期　間▶雇用期間の定めなし
勤　務▶シフト制
待　遇▶ 社保完備（勤務時間による）、制服貸与、

交通費規定支給、試用期間有、 
受動喫煙対策有

仕　事▶板前
資　格▶経験者優遇
時　間▶9:00～21:00の間
給　与▶ 月20～25万円　※経験・能力による

◆ 板前/正社員

仕　事▶調理補助、フロア、洗浄等
資　格▶ 未経験者歓迎、年齢不問、 

学生歓迎(高校生可)
時　間▶10:00～21:00の間で応相談
給　与▶時給950～1,100円

◆ 店内業務/アルバイト・パート

千歳 正 板前ア パ 店内業務

期　間▶長期（1年毎の更新制）
仕　事▶新千歳空港内 日常清掃
時　間▶ ①【スーパーラウンジの清掃】 

　7:30～12:30、14:00～19:00の間で 
　2～3hからOK 
②【フードコート内の清掃】 
　14:00～20:30の間で2～3hからOK 
※残業なし ※いずれも応相談

給　与▶ 時給920円 
※試用期間/時給920円

休　日▶シフト制 ※応相談
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、 

交通費規定支給、喫煙スペース有
勤務先▶新千歳空港旅客ターミナル

(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

新千歳空港
清掃スタッフ
募集！

★ 現在空港にお勤め中の方など空き時間を利用しての勤務も可

WワークOK

千歳 パ 清掃
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2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 
おります♪

土日のみ、 
平日週2～ 
OK！

千歳 パ 店内業務

急募！

勤務先▶千歳市祝梅1016 
期　間▶長期
仕　事▶ 食器洗浄機などを 

使用しての食器洗浄、軽微な清掃
時　間▶ ①9:30～18:45（実働7.5h）※休憩1.75h 

②9:30～13:30（実働4h） 
③14:45～18:45（実働4h） 
④5:30～7:30（実働2h）※平日のみ  
※①～④選択可能 ※残業なし

給　与▶ ①時給960円～ ②時給930円～  
③時給930円～ ④時給1,200円～ 
※試用期間(1ヶ月)中は時給920円

勤　務▶ 週4～5日（シフトによる） 
※ 希望休考慮いたします。

待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、社保（法定による）、 
車通勤可(無料駐車場完備)、屋外喫煙スペース有

扶養内勤務 
可能!

◆陸上自衛隊東千歳駐屯地

食器洗浄スタッフ
性別・年齢不問!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は千歳・恵庭市内で行います。土日祝も随時受付中!!

011-207-0911
札幌市中央区南1条東2丁目11-4 ミナミ1条タカハタビル8階
キョウワプロテック㈱札幌事業所

大募集!!

千歳 パ 食器洗浄

千歳・恵庭 契 タクシードライバー

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▶ 通年雇用
仕　事▶ シャトルバスドライバー
資　格▶ 経験者優遇、大型1種免許 

（大型2種免許あれば尚可）
給　与▶ 時給1,200円
時　間▶ 4:30～12:15（実働6時間15分） 

8:30～17:30（実働7時間30分） 
15:45～24:30（7時間15分） 
※シフト制、休憩1時間30分

休　日▶ シフトによる
勤　務▶ 週5日程度
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇制度、交通費規定支給、

車通勤可、制服貸与、施設内分煙、車内禁煙
勤務先▶ 新千歳空港 C駐車場
電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

募集!!
シャトルバス
ドライバー

【平日／9～18時】
担当/スズキ

千歳 契 シャトルバスドライバー

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 
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!!
恵庭 パ 栽培管理

「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・
森のレストランTen-Manで使用できる 
20%割引券を毎月5枚支給!

千歳・恵庭 派 マシンOP・運搬作業・吹付塗装・製造補助・運搬・設備メンテ・廃材処理

仕　事▶店内業務　　　期　間▶長期
待　遇▶ 通し勤務のみ社会保険加入、制服付与、交通費規定支給、車通勤可、施設内禁煙共通項目

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条 
西11丁目2-32[応募］店舗に電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。担当/店長

給　与▶ ［一般］時給968円 ［学生］時給920円
時　間▶ ①8:30～13:00 ②17:00～21:00 

※残業、休憩なし ※土日祝のみ可
勤　務▶ 週4日程度

島松店 恵庭市島松旭町1丁目1-1

39-7777応募
給　与▶ ［一般］時給941円 ［学生］時給920円
時　間▶ ①7:30～12:00 ②7:30～15:30 ※残業なし 

※②のみ休憩1時間

給　与▶ ［一般］時給947円 ［学生］時給920円
時　間▶ ①8：00～12：30 ②13：00～17：00 

③17：00～20：30 ④8:00～17:00 
※残業なし ※④のみ休憩1時間 ※土日勤務できる方

勤　務▶ 週3～4日
千歳市日の出1丁目1-66千歳店

26-6660応募

恵庭店 恵庭市本町210

33-1122応募

千歳・恵庭 ア パ デリカ

給　与▶ ［一般］時給940円 ［学生］時給920円
時　間▶ 17:00～21:00 ※4時間程度(応相談) ※残業、休憩なし

千歳市勇舞8丁目1-1長都店

23-7667応募
Web応募
はコチラ

の募集ですデリカ部門

ゴルフ場運営 
スタッフ追加 
募集します!!

まずはお気軽にお電話ください。
担当/佐藤

0123-21-2111〒066-0005　千歳市協和1392番地
新千歳カントリークラブ
全国147コースを運営するPGMグループです。

《共通項目》
資　格▶18歳以上、車通勤できる方
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、制服貸与、社員食堂有、 

敷地内分煙、PGMグループゴルフプレー優待制度、有給休暇制度

期　間▶4月～11月中旬
仕　事▶ お客様の進行管理、接客等
給　与▶ 時給980円
時　間▶ 平日/6：30～18：30 ※休憩1h 

土日祝/6：00～18：30 ※休憩1h 
季節により変動有 

※上記の間で7.5～8h 
※残業月/0～10ｈ程度

休　日▶月7日
短時間勤務も
ご相談ください。

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶ ゴルフ場の運営接客全般
給　与▶ 月給210,000円～ 

※経験者優遇
時　間▶ 6:00～19:00の間でシフト制  

※休憩1h 
※残業月/0～10h程度

休　日▶年間105日

◆スタート室/フルタイム

千歳 契 期 運営スタッフ

◆運営スタッフ/契約社員

0123-29-3100
まずはお気軽にお電話ください。
面接時に詳しくご説明いたします。

〒066-0051　千歳市泉沢1007-109
【佐藤水産鮨株式会社】 担当/こたか

期　間▶長期
仕　事▶ 製造スタッフの送迎（ハイエース使用） 

※泉沢工場⇔千歳市内
資　格▶要普通免許
給　与▶ 月収5～10万円  

※希望収入ご相談ください。
時　間▶ 応相談　※残業なし 

※例） 7:00～9:00 
16:00～18:00など

勤　務▶週3日～（応相談） ※WワークOK 
待　遇▶受動喫煙対策有

送迎
スタッフ募集

千歳 パ 送迎


