
2023年3月10日（金）ちゃんと 10

フロント
増員募集!!

パート

メイプルキャンプ場 RVパーク
〒061-1356　恵庭市西島松576-1

担当/大藤
まずはお気軽にお電話ください。 【受付/8～17時】

期　間▶ 4月～11月
仕　事▶ キャンプ場のフロント業務、軽微な清掃等
給　与▶ 時給950円
時　間▶ 8:00～19:30の間で4～8hのシフト制（応相談） 

※6h以上で休憩1h、残業なし
勤　務▶ 月～金の間で週2～3日
待　遇▶ 労災保険、受動喫煙対策有

090-6268-9628

恵庭 パ フロント

期　間▶即日～1年更新
時　間▶ ①12:00～17:00　②17:00～22:00 

③22:00～翌2:00
給　与▶ 時給920円　 

※22時～翌5時/時給1,150円
勤　務▶週2日～　※応相談
待　遇▶ 雇用保険有（勤務時間による）、制服貸与、 

車通勤可、マスク支給

恵庭市黄金北1丁目12-6恵庭黄金北店

0123-34-5529応募 担当/小川

バイトデビューも大歓迎★
★休日希望伺います!
★ 自動釣銭機のため、 
初心者でもカンタンに使えます♪

経験は問いません♪扶養内・学生歓迎！

お待ちしています！

恵庭 ア パ 店内業務全般
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶看護業務全般
資　格▶ 看護師または准看護師資格 

午前・午後どちらの勤務も可能な方
給　与▶時給1,300～1,500円
時　間▶ 月・土/8:30～12:30 

火～金/①8:30～12:30 
　　　 ②13:30～17:30 
※残業なし 
※上記の時間帯でシフト制、時間応相談

勤　務▶ 週3～4日 ※月1回位土曜勤務有 ※扶養内勤務
休　日▶ 日・祝、GW、年末年始
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、敷地内禁煙

応募 0123-29-7037担当/髙橋

恵庭市黄金中央1丁目4-3
医療法人社団 健仁会 恵庭ふじたクリニック

5月からの 
勤務も可能!

恵庭 パ 正・准看護師

お客様との支払いのやりとりに使われる
トレイのこと。
カルトンはフランス語で｢紙でできた器｣。
元は油絵で使用していたそうで、
日本に入ってきてからスーパーや銀行
などで使われるようになりました。

お仕事で使
う

アレってな
～んだ？  

カ
ル
ト
ン

勤務先▶新千歳空港/千歳市美々
仕　事▶ 新千歳空港内にて、各店舗への荷物の配達
期　間▶ 即日～長期　　
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給1,000円
時　間▶ ①5:30～14:30　※残業月30h程度 

②9:00～18:00　※残業なし 
※実働8h　※出勤時間・勤務時間は応相談

勤　務▶ 週4日～ ※応相談
待　遇▶ 各社保完備（勤務による)、受動喫煙対策有、 

交通費規定支給、車通勤可、週払い制度有

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

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

0120-357-337
★随時面接致します
【月～金曜】9～18時

080-5729-7602 （土・日曜、祝日）

★荷物の積み替え・積み下ろしなし!
★ お客様と接することがないので 
もくもくと働ける!

学生も可！

千歳 派 配達

期　間▶即日～3ヶ月毎の更新
仕　事▶ 設備保全（電気・機械・工具などの修理・メンテ）
資　格▶ 工場経験者
給　与▶ 時給1,625円(1日/13,000円）　 

※月収例/①時給1,625円×8h×20日= 
　260,000円 
②残業2,031.25円×30h=60,938円 
①+②＝320,938円

時　間▶ 8:00～17:00　※実働8h　 
※休憩1h 
※残業月平均30h程度(月2回の休日出勤含む)

休　日▶土日祝、GW、お盆、年末年始
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
勤務先▶ 千歳市上長都第3工業団地　 

(株)IHIアグリテック構内

高時給！チャンス

札幌市東区北34条東20丁目5番11号
三好梱包商事㈲ 派遣事業部

お電話の上、面接時に写真付履歴書をお持ちください。

一般労働者派遣事業(派01-301226)（札幌本社） 011-787-3443
0123-22-4368（千歳事業所）

まずは工場見学してみませんか？

千歳 派 設備保全業務

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

パーラー恵み野

まずはお気軽にお電話ください。 
面接には写真付履歴書をお持ちください。

 0123-36-4114
恵庭市恵み野西1丁目4番
受付/平日9～17時

◆ 駐車場スタッフ/恵庭市・北広島市
仕　事▶ 駐車場のゴミ拾い・分別等、その他、店内床のモップ拭き  

※本店(恵庭)は北広島店まで配送業務有
給　与▶時給920円 
資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許
時　間▶  7:30～12:00(本店/恵庭) 

7:30～11:00(北広島) 
※休憩15分、基本残業なし

勤　務▶週3日程度
《共通項目》
期　間▶雇用期間の定めなし
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、車通勤可、 

受動喫煙対策なし
勤務先▶ 恵庭市恵み野西1丁目4 

北広島市中央3丁目6-1

仕　事▶ アミューズメント施設内の厨房にて、 
簡単な調理業務

給　与▶時給960円 
資　格▶ 未経験者歓迎
時　間▶ 9:00～15:00の間で3～5h程度 

※休憩15～30分、基本残業なし
勤　務▶週2～4日

◆ 厨房スタッフ/恵庭市

スタッフ募集!駐車場 厨房 時間
応相談

恵庭・北広島 パ 清掃、厨房

お仕事
ファイル

体力

自然好き度

コミュニケーション能力

米や野菜、果物などを育てる職業。土づくりから始まり収穫、出荷の他、取れた
野菜の販売なども行う。生産から販売まで幅広く業務をこなす。

あったら
いいかも
資格

あったら
いいかも
スキル

計
画
的
に
作
業
が
で
き
る
人
に

オ
ス
ス
メ

農作業

●大型特殊自動車運転免許

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
期　間▶長期（1年毎の更新制）
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

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ コープさっぽろの宅配システム「トドック」

の商品仕分けと配送車への積込み作業
資　格▶ 主婦（夫）・シニア歓迎
時　間▶7:00～9:30　※出勤時間要相談
給　与▶ 時給945円　※祝日勤務は時給＋30円 

※試採用期間3ヶ月/時給920円
勤　務▶週5日　　　
休　日▶土曜、日曜
待　遇▶ 各社保完備（試採用終了後）、車通勤可、 

交通費規定支給、制服貸与、 
慶弔見舞金等共済会、構内全面禁煙

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

〈受付〉月～金/9～21時　 土/9～18時　※日曜休み
0120-502-112トドック

コールセンター
■生活協同組合　〒066-0077 千歳市上長都3-1

コープ宅配システム
トドック千歳センター

朝の時間を

有効活用
しませんか？

20～50代の 
方が活躍中!

主婦（夫）、シニア、
未経験者大歓迎！

千歳 ア パ 仕分け・積込みスタッフ

WワークOK
【正職員】介護スタッフ

【パート】介護スタッフ(常勤)

【パート】夜勤専属スタッフ

共通項目

【正職員/パート】看護師

小規模多機能型
事業所

いこい

憩の郷
さと

認知症対応型
共同生活介護事業

グループホーム

笑顔の郷 26-5300 〒066-0073
千歳市北斗4丁目5番6号

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちいただくかご郵送ください。

期　間▶雇用期間の定めなし
待　遇▶ 社会保険、昇給有（年1回）、賞与有（年2回）、

雇用保険、交通費規定支給

資　格▶ 無資格OK、ブランクがある方も歓迎、土日勤
務できる方歓迎、介護職員のみ介護職員初任
者研修修了（旧ヘルパー2級）あれば尚可

時　間▶ 16:30～翌9:30 
※休憩3、残業なし

勤　務▶週2日 ※応相談
給　与▶ 夜勤1回16,500円（夜勤手当含む）

資　格▶ 無資格OK、ブランクがある方も歓迎、土日勤
務できる方歓迎、介護職員のみ介護職員初任
者研修修了（旧ヘルパー2級）あれば尚可

時　間▶ 9:00～19:00の間で8h 
※休憩1h、残業なし

勤　務▶ 週3～5日
給　与▶ 時給920円～ ※試用期間3ヶ月/時給920円 

※資格手当・夜勤手当別途支給

資　格▶介護福祉士
時　間▶ ①7:00～19:00の間で8h 

　※休憩1h、残業なし 
②16:30～翌9:30（夜勤） 
　※休憩3h、残業なし

勤　務▶ シフト制
給　与▶ 月186,000円～（資格手当･夜勤4回分含む） 

※試用期間3ヶ月有/月163,000円

資　格▶ 正看護師又は准看護師免許
給　与▶ 【正】正看護師/月210,000円(資格手当含む) 

准看護師/月190,000円(資格手当含む) 
【パ】正看護師/時給1,200円(資格手当含む) 

准看護師/時給1,000円(資格手当含む)
時　間▶ 【正】9:00～18:00 ※休憩1h、残業ほぼなし 

【パ】応相談
勤　務▶【正】週5日 【パ】週2日～ ※応相談

あなたの優しさ
お待ちして 
おります。

憩の郷
笑顔の郷
千歳 正 パ 看護師・准看護師、介護スタッフパ 夜勤専属スタッフ

明るい笑顔の 
スタッフ募集!!

期　間▶ ［正］通年雇用 ［契］2023年4月～
休　日▶ ［正］当社就業規則による（年間98日） 

［契］週1～3日程度 ※応相談
時　間▶ 6:30～19:00の間で早番遅番シフト制 

※職種により若干変動します。  
※残業なし

待　遇▶ 有給休暇有、各社保完備、制服貸与、収入調
整扶養範囲内OK、交通費規定支給（片道
45kmまで）、勤務終了後ゴルフ練習・プ
レー可、受動喫煙対策有

みなさまからのご応募お待ちしております。

北海道クラシックゴルフクラブ 勇払郡安平町早来富岡406 ●新千歳空港より車で約15分

電話連絡の上、面接時に履歴書をお持ちください。
仕事内容、勤務等、お気軽にお問合せください。

担当/原田・水田
0145-22-4101

●お問合せメールアドレス tharada@classicgolf.jp

北海道クラシックゴルフクラブ

スタッフ募集2023 
年度
キャンピングカーレンタル事業等、新規事業拡大

北海道クラシックゴルフクラブは、日本のゴルフコースランキングで常にベスト１０に
入り、北海道ではナンバーワンにランクされる日本屈指のゴルフクラブです。未経験者
の応募大歓迎です。ホスピタリティあふれる方のご応募をお待ちしております。

《共通項目》

仕　事▶  受付・精算業務、ショップ販売、電話対応他
給　与▶時給1,200円～

扶養内応相談契約 フロントスタッフ

仕　事▶キャディ勤怠管理、コース巡回、カート整備他
給　与▶時給1,200円～

契約 マスター室

仕　事▶ゴルフ場の運営業務全般
給　与▶月給190,000～330,000円

正社員 ゴルフ場運営スタッフ

仕　事▶ コース内の芝刈り、車両系の運転操作等
給　与▶ 【正】月給220,000～300,000円 

【契】 時給1,200円～

正・契 コース管理スタッフ
仕　事▶ ゴルフプレーのサポート 

※1シーズンの出勤率は8割以上、 
　安定した仕事量があります。

給　与▶ ラウンド給9,800～11,000円 
※追加ラウンド手当/2,000円 
※研修期間/時給920円 
※交通費別途実費支給 
※クローズ後特例一時金（失業保険）有

時　間▶ 7:00～18:00の間 ※1ラウンド6h程度

契約 キャディ

経験者優遇

安平 正 契コース管理、ホール正 運営業務契フロント、マスター室、調理補助、キャディ

仕　事▶オーダー受付、配膳等のホール業務
給　与▶  【正】月給190,000円～ 

 【契】時給1,200円～

レストランホールスタッフ正・契

扶養内応相談

収入例

通常ラウンド/9,800円×24ラウンド＝235,200円
２ラウンド/ （9,800円＋2,000円）×5ラウンド 

＝59,000円
小計/月294,200円
〈年額〉　206万～262万円

〈月額〉 ※月収例は一例であり保証する
ものではありません。

未経験者歓迎

仕　事▶サラダの盛り付け、炊飯、食器洗浄等
給　与▶ 時給1,050円～

調理補助契約


