
2023年3月10日（金） ちゃんと13

期　間▶6ヶ月毎の更新制
仕　事▶院内の日常清掃
給　与▶ 時給920円
時　間▶ ①7:00～16:00 ※実働7h、休憩2h　 

②7:00～11:00 ※実働3.5h、休憩0.5h 
※①②シフト制 ※残業なし

勤　務▶ 週2～4日 ※希望日数応相談 
★日曜日はお休みです。

待　遇▶ 労災保険、雇用・社保完備（法定通り）、 
交通費規定支給、制服貸与、敷地内禁煙

勤務先▶千歳市東雲町1丁目11番

株式
会社

清掃スタッフ募集!!
未経験者もシニアも歓迎♪

まずはお電話ください。面接は千歳で行います。

札幌市中央区南1条
西7丁目12 都市ビル2F 

平日9～18時
担当/小松011-271-5038応募

北光管理サービス

千歳 パ 日常清掃スタッフ

まずはお電話のうえ、写真付履歴書を郵送ください。

0123-40-6175 担当/総務 村上 

【アルバイト】1名
期　間▶即日～1年毎の更新
仕　事▶農場での軽作業
資　格▶要普通免許、Wワーク不可、メイク不可
給　与▶時給1,000円
時　間▶ 7:30～16:00の間で4h以上(応相談) 

※お昼をまたぐ場合は1.5h休憩
勤　務▶週5日　※シフト制
勤務先▶ 千歳市駒里2297番地（第1農場）
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、 

正社員登用有、全面禁煙、喫煙ブース有

千歳 ア 農場管理

〒066-0011 千歳市駒里2297
おおやファーム株式会社

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

詳しくは 
HPを 

チェック！

［受付］9～18時
［担当］今成（いまなり）0123-25-3247

お気軽にお電話ください！

千歳市大和
2丁目3-7

今春施設開設に
向け、

追加募集!
オープニングスタッフ

千歳 ア パ 介護スタッフ

仕　事▶施設での介護業務
期　間▶1年毎の更新制 ※原則更新
時　間▶ ①6:00～21:00 実働4～8h 

②21:00～翌6:00 実働8h 
※残業なし

給　与▶ 時給920～1,100円　 
※22時以降深夜割増有 
※試用期間3ヶ月/時給920円

勤　務▶週2～5日 ※応相談
待　遇▶ 社会保険完備（時間による）、雇用・労災保険、 

交通費規定支給、車通勤可、賞与年2回
勤務先▶ グループホーム 幸福 (4月1日OPEN予定) 

共生型ケアホーム やさしい介護幸福

 

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！

〒066-0015千歳市青葉6丁目14-6
千歳昭和交通㈱

まずはお気軽にお電話ください

担当/古瀬22-0866
さわやか無線センター

千歳 正 運行管理

期　間▶ 雇用期間の定めなし
仕　事▶ 日報管理、乗務員教育、簡易的な整備業務（タイヤ交換な

ども有）、配車業務等タクシー運行に関わる業務全般
資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許、PC操作、メール送受信が可

能な方（文字入力レベルでOK）
給　与▶ 月額240,000円（時間外30h、深夜手当含む） 
時　間▶ 8:00～17:00（日勤）　 

8:00～翌8:00/仮眠5h（宿直）　 
★宿直明けはそのまま帰宅OK 
※変形労働時間制　※研修期間中/8:00～17:00

休　日▶ 完全週休2日制　※出勤日数は月10～11日
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、車通勤可（駐車場完備）、退職金制度

有、奨学金返済支援制度有(規定有)、賞与年2回、喫煙室有

入社と同時に有給休暇10日付与 入社祝金10万円支給
経験がなくても研修制度が 

あるので安心！

期　間▶長期
給　与▶  時給1,050～1,450円（高校生/時給950円～） 

※試用期間1～3ヶ月有/時給920円
時　間▶ 10:30～20:30の間でシフト制 

例）11:00～14:00、17:00～20:00等 
※ 休憩有（勤務時間による）、 
繁忙期のみ残業の場合有

勤　務▶週1日～OK
待　遇▶ 交通費規定支給、昇給有、制服貸与、 

正社員登用制度有、店内禁煙

46-2221応募 担当/さいとう

かまど円山 新千歳空港店
千歳市美々新千歳空港ターミナルビル3F

ホール・キッチン
スタッフ募集！

　　◆扶養内勤務もOK‼
　◆フリーターも歓迎‼
◆学生歓迎！ 高校生も可！

千歳 ア ホール、キッチン

まずは、お気軽にお電話ください。

札幌市中央区南一条西1-13-1 マナー白鳥504
シダックス大新東ヒューマンサービス㈱

担当/清水011-242-1668

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶ 子どもたちに学びや体験・異年齢や世代間の交流

活動などの実施を通して、子どもたちの心身の健
全な成長を促します。

給　与▶月給130,000円
資　格▶ 【以下の資格保持者優遇】保育士、幼稚園教諭、教員

免許（小・中・高）または児童館勤務経験者
時　間▶12:50～18:05　※休憩なし、残業なし
休　日▶シフト制　※応相談　※週5日程度の勤務
待　遇▶ 各種社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

有給休暇、施設内禁煙
勤務先▶恵庭市生涯学習施設 かしわのもり

期　間▶6ヶ月毎の更新
仕　事▶ 児童の育成支援、外・内遊び、集団遊び、学習などを

通して子どもたちに色々な経験をさせてあげるお
仕事です。

給　与▶時給1,050円
資　格▶保育士、幼稚園教諭または放課後児童支援員
時　間▶ ①放課後～18:40　②7:55～12:55 

③12:55～18:40 
※休憩なし、残業なし

休　日▶日曜日、祝日、年末年始　※週3日程度の勤務
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可、有給休暇、施設内禁煙
勤務先▶恵庭市黄金ふれあいセンター

～恵庭市 子どもひろば 常勤職員募集☆～ ～恵庭市 学童クラブ支援員（補助員）募集☆～

かしわのもり・黄金ふれあいセンタースタッフ募集!!
恵庭 契 常勤職員ア パ 児童クラブ支援員

恵庭市戸磯
616番地2

仕　事▶ 手作業やライン作業にて、お店で
提供される食品を製造します。

時　間▶ ①8:00～17:00 ※休憩1h 
②8:00～13:00 
③12:00～17:00 
※繫忙期残業有

勤　務▶週5日
休　日▶ 原則日曜、他週1日

食品製造スタッフ

恵庭市内
送迎バス有!

主婦（夫）さん歓迎!

長期安定!

友人と一緒
でも大丈夫!

とんでん㈱ 恵庭工場 担当
/大西34-6061

 電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。詳細は面談にて。お気軽にお電話ください。

恵庭 パ 食品製造作業

給　与▶①時給951円 ②③時給941円
資　格▶ 18歳以上、未経験者歓迎、 

長期勤務できる方
待　遇▶ 健康保険・厚生年金、雇用保険、制服貸与、

恵庭市内送迎バス有（他地域交通費規定
支給 ※上限月1万円）、評価制度有、系列
レストランで利用できる食事補助有、②
③は雇用保険のみ、受動喫煙対策有

増員募集!!

恵庭

期　間▶雇用期間の定めなし
資　格▶ 高卒以上、35歳以下（若年層キャリア形成の為）
給　与▶月190,000円 試用期間(原則3ヶ月)/時給920円
時　間▶ 10:00～19:00（実働7.5h） 

※シフト制　※休憩1.5h、残業月平均2h
休　日▶月7～8日　シフト制
待　遇▶  各社保完備、交通費全額支給、駐車場代会社負担、屋

内禁煙、昇給有、有給休暇、アニバーサリー休暇

◆正社員 ◆パート

写真付き履歴書を
郵送ください。

〒003-0803 
札幌市白石区菊水3条3丁目1-28

011-823-2110株式会社 ほしの

正 パ 販売

販売ノルマ
なし

未経験者
大歓迎正社員・パート同時募集!

～生活雑貨 Idéal .  恵み野店～

期　間▶雇用期間の定め有（3ヶ月毎原則更新）
資　格▶ 高卒以上、未経験者歓迎
給　与▶時給920円～
時　間▶ 14:00～19:00（実働4.5h） ※休憩30分
勤　務▶週4～5日
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、車通勤可、 

昇給・賞与有、有給休暇

〈共通項目〉
仕　事▶ 雑貨、アクセサリーの接客販売、発注・商品の

陳列・商品管理、レジ対応、ラッピング等
勤務先▶ Idēal. 恵み野店 

恵庭市恵み野里美2丁目/フレスポ恵み野内

看護師募集!!

まずはお電話の上、写真付履歴書をご郵送ください。

（医）三上内科呼吸器科クリニック
〒066-0021 千歳市東郊1丁目4-18 東郊メディカル1F

期　間▶雇用期間の定めなし、試用期間3ヶ月有
資　格▶ 看護師・准看護師免許、看護業務経験3年以上、 

59歳まで（定年年齢未満の募集・採用の為）
仕　事▶ 外来看護業務
給　与▶ 月22～25万円から ※資格、経験による
時　間▶ 月・火・水・金/9:00～18:30 ※休憩1.5h 

木・土/9:00～13:00 ※休憩なし 
※残業月0.5h程度

休　日▶日曜・祝日、他、月1土曜休、GW・お盆・年末年始
待　遇▶ 各社保完備、昇給実績有、交通費規定支給、 

車通勤可、無料駐車場有、制服貸与、屋内禁煙
★就業勤務開始日など、ご相談ください。

受付 
9～18時 0123-40-0350

千歳 正 看護師

ご相談ご要望お問い合わせください
勤務開始日

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

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

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

時　間▶7:00～16:00 ※実働8h、休憩1h
休　日▶週2日

②清掃/正社員/新千歳空港（千歳市美々）

時　間▶7:00～11:00 ※実働4h
休　日▶週2～4日

③清掃/パート/新千歳空港（千歳市美々）

時　間▶ 7:00～22:00の中で実働7.5h、休憩2h 
7:00～16:30、11:00～20:30、その他有　

休　日▶週2～3日

①カート整理/パート/新千歳空港（千歳市美々）

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ ①空港で使用してるカート整理、 

②・③日常清掃（床・トイレ等）
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶②月給159,500円～、①・③時給920円
待　遇▶ ②社保完備、賞与有、制服貸与、交通費規定支給、

①・③雇用保険（時間による）

《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

090-9753-1547土日

千歳 契 パ 清掃

新千歳空港で働こう!!

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

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

仕　事▶どさんこキッチンゴリラでの居酒屋ホール業務
資　格▶学生・フリーター、ダブルワーク歓迎
時　間▶ 17:00～24:00の間で実働4～6h ※応相談、残業なし
給　与▶時給920円～ ※22:00以降深夜割増有
勤務先▶ クイーンズホテル千歳内

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

千歳 ア パ ベッドメイク、ホール、朝食スタッフ、ナイトフロント

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


