
2023年3月3日（金）ちゃんと 8

〒059-1434　勇払郡安平町早来富岡129番地
社会福祉法人 富門華会富門華

も んふ け

仕　事▶ ①生活支援員 ②夜間生活支援員
資　格▶要普通免許 
休　日▶完全週休2日制
給　与▶ ①月給16～20万円 

②月給18万円+夜勤手当1,300円/回
時　間▶ ①8:00～17:00他有 ※休憩1h 

②21:00～翌7:00 ※休憩2h 
※応相談  
※残業月/0～6h

待　遇▶ 社保完備、賞与年2回、交通費規定支給、 
寒冷地手当、住宅手当、受動喫煙対策有

 

 090-6212-8125
まずは、お気軽にお電話ください。

担当/廣川

新築オープンの為増員 !!

生活・夜間
各1名
募集!!

安平 契 生活支援員、夜間支援員

支
援
員

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/金田一0123-33-6271

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♪

《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

期　間▶4月上旬～11月下旬(季節雇用)
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

時給1,100円!!長時間パート可!高時給!!

 

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶店内業務全般
時　間▶ 8:00～13:00、13:00～17:00、 

17:00～22:00、22:00～翌8:00 
※選択可

給　与▶時給950円～ ※22時以降深夜割増有
勤　務▶週1日～OK
待　遇▶制服貸与、店内禁煙

恵庭市美咲野４丁目1-1

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-39-2711

恵庭 ア パ 店内業務

求人担当まで

恵庭インター店

週1日～、朝・昼・夜選べる時間帯！

石田花園 恵庭市中央206
0123-33-2696

まずはお気軽にお電話ください。　担当/石田

期　間▶ 即日～6月中旬頃まで 
※延長の場合有

仕　事▶ ハウスの中で花苗・野菜苗を 
植え込みし出荷する作業

資　格▶公共交通機関が無い為、車通勤出来る方歓迎
時　間▶ 8:30～17:00の間で実働3h～ 

例/8:30～17:00、8:30～15:00、9:00～12:00 
※お昼休憩1ｈ、午前・午後15分休憩有、 
　残業は繁忙期のみ有

給　与▶ 時給920円～
勤　務▶週3日～応相談 ※平日のみ可
休　日▶週1日～　※応相談
待　遇▶労災保険、受動喫煙対策有

農作業パートさん募集!
恵庭 パ 花苗生産スタッフ

あと数名で 
終了 !

募集
契約社員

(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　※原則更新
仕　事▶ 【夏期】 草刈、落ち葉、ルーフドレン等の外構清掃
　　　　【冬期】除雪中心、館内清掃も有
資　格▶不問、未経験者歓迎
給　与▶ 時給930円
時　間▶  8:00～17:00、7:00～16:00、 

6:00～15:00　※実働7.5h、残業なし
勤　務▶ シフト制
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、 

交通費規定支給、受動喫煙対策有
勤務先▶ 千歳市開基記念総合武道館 

/千歳市あずさ1丁目3-1

千歳市開基記念総合武道館（契約社員）
★ 体力に自信のある方、からだを動かすのが好きな方★

千歳 契 清掃

期　間▶雇用期間の定めなし
給　与▶ 月240,000円～ ※経験により優遇
資　格▶ Wordを問題なく使える方、 

土日祝日勤務可能な方、要普免
時　間▶ 9:00～18:00（休憩95分） 

※ 月曜は若干の残業があります。（月平均4～10h程度）
休　日▶4週6休（シフト制）
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、諸手当有、車通勤可、試

用期間1ヶ月位有、施設内禁煙

編集・記者
募集

写真が好き

文章を書くことが得意

〒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

千歳・恵庭 正 編集･記者

「ちゃんと」の記事・コラムを作りませんか？
千歳・恵庭市内で開催される各種イベントや式典等を
取材（写真撮影・記事執筆）する記者業務、コラムの執筆
依頼や制作進行管理などの編集業務を行います。

0123-27-0911

まずは、お電話ください。
写真付履歴書（手書き）・「過去の作品（コピー可）」 
または「お気に入りのお店の紹介文（ジャンル問わず）
800字以内」を面接時にお持ちください。

応
募

管理業務
スタッフ募集！

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

正
社
員

応募履歴書と職務履歴書を送付ください。 
HPからも応募できます。

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 千歳・恵庭市内や胆振・日高エリアの現場管

理及びスタッフの労務管理
資　格▶ 普通自動車免許、PC（word、excel）、 

44歳以下（省令3号のイ）
給　与▶ 月給175,000～200,000円  

※試用期間3ヶ月（同条件）
時　間▶9:00～18:00（36協定有） ※休憩1h
休　日▶土日祝（状況により休日出勤有）
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、賞与有、残業手

当、退職金制度、事務所内禁煙
勤務先▶ 千歳・苫小牧営業所 

(千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F)

千歳 正 管理業務スタッフ

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 0123-34-0800

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）

電話での応募後、現地にて面接いたします。

★勤務開始日は随時、応相談 
★勤務日数・曜日希望相談OK！
★ 厨房作業補助は簡単な作業です。 
未経験でも活躍できます♪
★ 調理師免許取得サポート有♪

㈱魚国総本社 北海道支社
札幌市白石区南郷通20丁目南2番39号 011-863-4421

【受付/平日9～17時】
担当/山崎・杉本0120-442-105

期　間▶1年毎の更新
待　遇▶ 社会保険または雇用保険、交通費規定

支給、有給休暇、制服貸与、受動喫煙対
策有（喫煙所有）

共通
項目

食堂スタッフ募集!!千歳市内
2ヶ所で

仕　事▶ ①主菜・副菜の調理、切菜、配食等調理業務全般 
②炊飯担当 ③簡単な調理、切菜、配食等

資　格▶ ①調理師免許 ②③資格不要・経験不問
時　間▶ ①②早番/3:30～13:00 遅番/9:00～18:30 

③早番/4:00～13:00 遅番/9:00～18:30 
　早番・遅番シフト制（実働8h） 
　※休憩60～90分、残業なし

休　日▶ 月8日  
※①②はGW、お盆、お正月に4日程度の休み有

給　与▶ ①時給1,200円 ②時給1,150円 
③時給1,150～1,200円 
※いずれも4～5時は25％割増有

①調理パート
②調理補助パート
③調理パート

陸上自衛隊 東千歳駐屯地内食堂
千歳市祝梅1016

千歳 パ 調理師、厨房作業補助

仕　事▶ 簡単な調理、切菜、配食等
資　格▶資格不要・経験不問
時　間▶ ①早番/4:00～13:00 

　遅番/9:00～18:30 
　早番・遅番シフト制（実働7.5h） 
②4:00～18:30の間で実働4～5h 
　※休憩60～90分、残業なし

休　日▶月8日
給　与▶ 時給950円～ ※4～5時は25％割増有

①調理パート
②調理補助パート

千歳市北信濃724
陸上自衛隊 北千歳駐屯地内食堂

車通勤
OK♬

恵庭 派 組立・組み付け作業、カット・計量・包装・投入

コース管理(契約社員)募集!!

るるまっぷパーク 
ゴルフコース

〒061-1356 
恵庭市西島松275

【受付/8～17時】
担当/大藤

まずはお気軽にお電話ください。

期　間▶ 4月～11月
仕　事▶ パークゴルフコースの芝生の整備等
資　格▶ 経験者優遇、自力通勤可能な方
給　与▶ 月200,000円
時　間▶ 8:00～17:00　※実働8h 

※休憩1h、状況により 
　早出・残業の場合有

休　日▶ 日曜、他シフト制（隔週で週休2日）
待　遇▶ 雇用・労災保険、受動喫煙対策有

恵庭 契 コース管理

090-6268-9628

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ JALファーストクラス及びVIPルーム・JAL専用

検査場をご利用されるお客様の、手荷物検査及び
ボディーチェックをするお仕事です。働きながら
空港保安検定資格を取得可能です!

給　与▶ 入社時基本給/月161,700～171,000円+ 
その他手当　※現場手当10,000円・住宅手当
5,000～10,000円含む

資　格▶ 未経験者歓迎、18歳以上35歳まで 
※若年層キャリア形成のため

〒066-0012  千歳市美々 
新千歳空港内ターミナルアネックスビル2F

まずは写真付履歴書を右記住所までご郵送ください。
※ 3月12日（日）必着。書類審査の上合格者のみに連絡し、 
面接試験等を実施いたします。
※ 送付いただいた履歴書はお返しできません。 
面接日は相談に応じます。

株式会社　ジェイ・エス・エス 札幌営業所
0123-46-2115
spkofc@jss-ltd.co.jp

担当/あやめ
JAL
GROUP

業界大手"JALグループ"で活躍!! 主要な空港を一緒に盛り上げよう★

男女共に活躍できる職場です

先輩たちのほとんどが 
未経験からのスタート☆

千歳 正 空港保安検査スタッフ

時　間▶ 6:30～21:15、6:30～20:00、6:30～14:00 
※実働8～10hのシフト制　※残業 月平均20h

休　日▶ 週休2日制（年間休日121日）
待　遇▶ 残業手当、家族手当、資格手当、役職手当、通勤費(上

限36,000円)、昇給年1回、有給休暇制度有、賞与年
2回、退職金、貸付金、研修制度有、制服貸与、日本航
空健康保険組合加入、施設内分煙

勤務先▶新千歳空港


