
2023年3月10日（金） ちゃんと15

千歳
調理センターは、

50～60代がメインで活躍中!!
シニアの方歓迎

期　間▶ 雇用期間の定めなし
仕　事▶弁当製造、調理補助
給　与▶ ［パート］時給950円～ 

［フルタイム］月給170,000円～
時　間▶ ［パート］①5:00～11:00 ②5:00～13:00 ※選択可 

［フルタイム］5:00～13:00 
※休憩1ｈ、残業なし

資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇
休　日▶ シフト制、土日祝休み応相談 

★休み希望は100%可！
待　遇▶ 各社保完備、交通費全額支給、制服貸与、受動喫煙対策有
勤務先▶千歳市青葉/調理センター 

スタッフ同士の雰囲気が良く

働きやすい職場です♪

北の味覚
千歳市美々 新千歳空港ターミナルビル2F 46-2215

まずはお気軽にお電話ください。
【受付/11～20時】

担当/鈴木

扶養内
勤務も可!!

パ 弁当製造・調理補助

〒061-1409  恵庭市黄金南7丁目9-9 
電話連絡のうえ、下記住所まで写真付履歴書を郵送ください。

担当/金札（カナフダ）
0123-33-9944

仕　事▶ 院内の歯科衛生士業務全般
資　格▶ 歯科衛生士免許保持者、未経験者可
給　与▶ [正]月給220,000円～ 

[常勤パ]時給1,400円
時　間▶ 10:00～20:00（実働8h） 

※休憩2h、月5h程度残業有
勤　務▶ ［正］週5日　［常勤パ］週4～5日

■歯科衛生士(正社員・常勤パート)
仕　事▶ 受付業務、レセプト他
資　格▶ 高卒以上、未経験者可 

※歯科助手経験者優遇
給　与▶ [正]月給180,000円～ 

[パ] 時給1,200円 
※扶養内勤務可

時　間▶ [正]10:00～20:00（実働8h） 
※休憩2h、月5h程度残業有 
[パ]15:00～20:00（実働5h） 
※休憩なし、月5h程度残業有

勤　務▶ [正]週5日　[パ]週3～4日

期　間▶ 雇用期間の定めなし
休　日▶ 日、木、祝、他（GW、お盆、年末年始等）
待　遇▶ 社保完備、昇給有、報奨金有、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、院内禁煙、有給休暇有　[正のみ]賞与・退職金・住宅手当有

■受付事務員（正社員・パート）

歯科衛生士・受付事務員増員
募集

〈共通項目〉

《全職種》成績により毎月報奨金有!
（上限35,000円）

恵庭 正 パ 歯科衛生士、受付事務員

栄養士・給食配膳代務員 募集！
千歳市学校給食センター 千歳市流通3丁目1-11勤務先

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶ 給食調理全般、衛生管理、調理員への衛生教

育、衛生帳票管理、報告書等の作成
資　格▶  管理栄養士、栄養士
給　与▶ 月給180,000円～
時　間▶ 7:30～16:30（実働8h、休憩1h） 

※ 状況によっては延長の可能性有
勤　務▶週5日　　休　日▶ 土・日・祝
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、駐車場有、 

敷地内禁煙、制服貸与

期　間▶ 半年毎の更新
仕　事▶ 担当場所での給食配膳・食器回収、 

配膳室内の清掃
資　格▶ 学歴・資格・年齢不問、経験者優遇
給　与▶ 時給930円～
時　間▶ 9:00～14:00（実働4.5h、休憩0.5h）
休　日▶ 土・日・祝
待　遇▶ 交通費規定支給、昇給有、有給休暇、 

駐車場有、敷地内禁煙、制服貸与

千歳

履歴書( 写真貼付 )を郵送ください。追って面接日をお知らせします。シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社
千歳営業所 〒066-0028 千歳市花園5丁目7-3-103

◆栄養士 ◆給食配膳代務員

［担当］荒川070-4510-0065

契 栄養士ア パ 給食配膳代務員

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

〒066-0073 千歳市北斗4丁目13-20

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

男女ともに
活躍できます！

「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。

文章を書く
ことが得意

フレキシブルな勤務形態です。
例）日曜AMのみ
取材で出勤

後日半日休み
他、調整可能です。

編集・記者
募集

写真が好き

男女ともに
活躍できます！

好奇心旺盛な方にピッタリ♪

千歳・恵庭 正 編集・記者

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

0123-27-0911

仕　事▶ 農作物の種まき、管理、収穫等
資　格▶ 未経験者歓迎、車通勤可能な方
給　与▶ 時給920円 ※試用期間2週間程度/同条件 

※6:30～8:00/時給1,150円
時　間▶ ①6:30～12:00 (大根収穫・選別) ※休憩15分 

　状況により時間変動有 
②8:00～17:00 ※休憩1h 
　状況により時間変動有

休　日▶  土曜日、他応相談
勤　務▶  週4～6日
期　間▶4月上旬～10月末まで
待　遇▶  労災保険、交通費補助支給、 

車通勤可、簡易水洗トイレ有、喫煙スペース有

受付/9～17時
担当/中島080-1872-0741

恵庭市中島松29中島ファーム

恵庭 パ 農作業スタッフ

 

 

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

千歳市北陽1丁目2-1フードD365千歳店
担当/加々谷27-5370

勤務日数・休日応相談!!

Qua ity & Discount スタッフ募集！

期　間▶  採用日～3/31  
※その後1年毎の更新

給　与▶ 時給930円　
時　間▶ 8:00～12:00 ※残業なし、休憩なし
勤　務▶週3～4日
待　遇▶ 雇用保険（勤務時間により加入）、 

有給休暇、制服貸与、受動喫煙対策有

レ
ジ

千歳 パ レジ

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19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

 住所： 千歳市北光5丁目4-3 
★JR長都駅から徒歩15分  
　北光6丁目バス停より徒歩2分

◆共通項目
期　間▶ 正/雇用期間の定めなし パ/6ヶ月毎の更新制 ※長期
仕　事▶グループホームでの介護業務等
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通勤可、資格取得支

援制度有、食事社割有、処遇改善金年2回（業績によ
る)、敷地内禁煙

給　与▶時給920円～
時　間▶ 8:00～19:00の間で実働3h～ ※応相談 ※残業なし
勤　務▶週1日～OK

給　与▶1勤務20,720円～
時　間▶16:00～翌10:00 ※応相談 ※残業なし
勤　務▶週1日以上 ※日数はご相談ください。

介護職員 〈パート〉

夜勤専従介護職員 〈パート〉

〒066-0073　千歳市北斗1丁目19-14

お気軽にお問い合わせください。

0123-23-7311
TNふれあいケアサービス株式会社

担当/黒板

給　与▶ 月給189,200円～ ※夜勤手当5回分/30,000円含む
時　間▶ 日勤/8:00～19:00 ※実働8h、3交替シフト制 

※休憩1h、残業なし 
夜勤/16:30～翌10:00 ※実働16h ※休憩1.5h、残業なし

休　日▶月9日 ※2月のみ月8日

介護職員 〈正社員〉
千歳 正 パ 介護

3月20日オープン! ◆野菜苗・花苗の定植、出荷までのハウス内作業
給　与▶時給940円
時　間▶  8:00～17:00の間で応相談 

（昼休憩12:00～13:00）

33-3303
お気軽にお問い合わせください。

受付/10～16時(月～金）
担当/桑山

有限会社 中央園芸 〒061-1403
恵庭市中央164番地

◆苗の生産・配送作業 
　《体力に自信のある方歓迎!!男性スタッフ活躍中!!》
給　与▶時給1,000円
時　間▶  8:00～17:00（昼休憩12:00～13:00）

苗の生産から出荷までのお仕事です

【ハウス内作業】勤務時間帯ご相談ください！

【苗の生産・配送作業】時給1,000円!!

9:00～12:00
8:30～12:00
9:00～15:00など

例

初めての方・8～17時で働ける方も歓迎!!

《共通項目》
期　間▶ 即日～6月の間で応相談　 

※10月末くらいまで延長の場合有 
　（5月下旬に打診します。）

資　格▶ 交通機関がないため、車で通える方歓迎 
※恵庭市内送迎有、応相談

休　日▶ 日曜日（希望休みは対応可能）
待　遇▶     受動喫煙対策有

恵庭 ア パ 生産・配送作業

応
募 千歳市信濃1丁目8番14号

23-4145［担当］渡辺・松口

時　間▶ 7:30～18:00 
※休憩1h、残業月40h程度

勤　務▶ シフト制（日勤）  
※週1回隔日勤務有

休　日▶ 水・木（連休）
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、燃料手当、賞与年2回

(試用期間中はなし）、屋外に喫煙スペース有

期　間▶ 雇用期間の定めなし
仕　事▶ 配車業務等、タクシーの運行に関わる業務全般
資　格▶ 二種免許保持者、もしくは普通自動車免許取得

後3年以上の方
給　与▶ 研修期間3ヶ月～1年/月21万円 

※固定残業代40h分含む 
　（残業時間が40hに満たない場合も支給） 
運行管理者登用後/当社規定による※委細面談

運行管理補助者
1名募集!!

道内最大のネットワーク北交ハイヤー

千歳北交ハイヤー㈱

千歳 正 運行管理者

期　間▶ 長期
仕　事▶ 客室清掃 

（清掃、片付け、シーツ剥ぎ、ゴミ回収など）
時　間▶ 9:00～18:00の間でシフト制 

※休憩1h、残業なし 
（1日3～8h、お好きな時間で勤務可能）

給　与▶時給1,000円
勤　務▶週2日～OK
待　遇▶ 社保完備（勤務による）、制服貸与、 

有給休暇、受動喫煙対策有

期　間▶長期
仕　事▶ 食洗機を使用しての食器洗浄、拭き上

げ、片付け、清掃等
時　間▶  7:30～11:30 

12:30～16:00 
18:00～22:00 
※残業なし

給　与▶ 時給1,100円
勤　務▶週2日～OK
待　遇▶  社保完備（勤務による）、制服貸与、有給休

暇、車通勤可、駐車場有、受動喫煙対策有

客室清掃 食器洗浄 募集!

札幌市中央区北2条西2丁目26番地　道特会館5F
C-TEC株式会社

扶養内勤務OK!
年齢・性別不問！

フルタイムでしっかりもOK!
高校生応募OK!

千歳 ア パ 客室清掃、食器洗浄

札幌市中央区北2条西2丁目26番地　道特会館5F
S・TEC株式会社

面接は現地で行います。  0120-278-088

(勤務先)①JRINN千歳(千歳市末広6丁目)
② ベストウェスタンプラスホテル 
フィーノ千歳(千歳市千代田町3丁目13)

客
室
清
掃

(勤務先) ポルトムインターナショナル 
(千歳市美々 新千歳空港国際線)

洗
浄 

食
器


