
2023年3月17日（金）ちゃんと 14

恵庭

仕　事▶ 種まき、収穫、除草等農作業全般
期　間▶ 3月下旬～10月下旬 

（天候や作業進捗状況により変動有）
資　格▶ 未経験者歓迎、車通勤できる方、 

土日勤務できる方歓迎
給　与▶時給950円
時　間▶  8:00～17:00の間で応相談 

早朝勤務（7～16時）の場合も有
勤　務▶ 週3～5日（応相談）
待　遇▶交通費別途支給、受動喫煙対策有

まずはお気軽にお電話ください。

恵庭市春日318

090-1382-3238
澤田農園

受付/10～17時
担当/澤田

パ 農作業

土日のみの
フルタイムも
大歓迎

日数・時間ご相談ください

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

清掃スタッフ募集
千歳 臨 清掃

〒066-0281 千歳市支笏湖温泉 支笏湖ビジターセンター内

まずはお気軽にお電話ください。

25-2453
自然公園財団支笏湖支部一般

財団法人

受付/10:00～15:30
担当/木林・佐々木

期　間▶ 令和5年4月1日～令和6年3月31日 
※翌年も更新の可能性有

仕　事▶ 公衆トイレの清掃、芝生等の管理、 
ごみ収集、付帯施設の修繕等

資　格▶年齢・経験不問、要普通自動車免許（AT限定不可）
給　与▶ 夏期（4～11月）/月154,000円 

冬期（12～3月）/月42,000円
時　間▶ 夏期/8:30～17:30　冬期/9:00～16:00
勤　務▶ 夏期/月20日　冬期/12～3月の間で28日 

※休憩1h ※イベント開催時は残業の場合有
待　遇▶社保完備、交通費規定支給

0123-24-0800

清掃スタッフ男女募集中
仕事に慣れるまでしっかり指導いたします。

日本管財サービス株式会社
〒066-0015　千歳市青葉8丁目3番1号

担当/高倉

期　間▶1年毎の更新
勤務先▶千歳市環境センター
仕　事▶事務所、廊下、トイレ等の清掃
給　与▶時給980円
資　格▶車通勤可能な方、65歳以上の方も歓迎
時　間▶ 7:00～16:00（実働8h） ※休憩1h、残業なし
勤　務▶平日の月～金曜日（シフト制 月12日前後）
待　遇▶ 労災保険、有給休暇、作業制服貸与、交通費規定支

給、受動喫煙対策有
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください。

千歳 パ 清掃

期　間▶１年毎の更新制
仕　事▶ 新千歳空港内の巡回、他業務
資　格▶ 普通(中型)免許、車通勤できる方
給　与▶ 月給160,000円～ ※深夜割増含む 

※資格手当有/10,000円迄
時　間▶ 日勤/7:30～16:30 ※休憩1h 

夜勤/16:30～翌7:30 ※休憩2.5h 
（シフト交替制、状況により残業の場合有）

休　日▶ 月7～9日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、制服貸与、 

正社員登用制度有、喫煙所有、資格取得制度有
勤務先▶新千歳空港内

空港施設
警備員 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

問合せだけでもOK、まずはお電話ください。

正社員 
登用有

千歳 契 空港施設警備員

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♪

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶ 施設管理、販売促進企画、他
資　格▶Excel、Wordの基本操作必須
給　与▶月給180,000円
時　間▶ 8:00～17:00、9:00～18:00 

※実働8h、シフト制、休憩1h、基本残業なし
休　日▶週休2日　※土日祝出勤有
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、交通費規定支

給、車通勤可、昇給年1回、賞与年2回、
施設内分煙

勤務先▶ ちとせモール（千歳市勇舞8丁目1-1）
まずはお気軽にお電話ください。

受付/10～17時
担当/山野下0123-22-8831

千歳市勇舞8丁目1-1
㈱エルディちとせモール管理センター

ショッピングセンターでの

スタッフ
施設管理（販売促進企画）

募集

千歳 契 施設管理

まずはお気軽にお電話ください。 27-0911
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

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

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

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

千歳・恵庭 派 検査・出荷、カット・計量・包装・投入

恵庭市戸磯385-33

仕　事▶ 電子部品・精密部品の表面を機械操作でめっき加工処理する作業
資　格▶未経験者歓迎、高卒以上
時　間▶ ①8:30～17:30(実働8h)　②20:30～5:30(実働8h) 

※シフト制、休憩1h、残業月/20～30h
給　与▶ 月175,000～211,000円+諸手当 

年収例345万円＝入社1年、30歳月給17.5万円+残業月/30h、深夜月/60h+賞与 
※ 年収例は一例であり、保証するものではありません

休　日▶ 完全週休2日制(土日)、その他会社カレンダーによる
待　遇▶ 各社保完備、昇給有年1回、賞与有年2回、交通費規定支給、車通勤可、 

食事補助、制服貸与、受動喫煙対策有、その他

メテック（株）北海工場
担当/野澤・田中32-4911【受付/9～17時】

 電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。
※面接は当社北海工場で行います。

https://www.metek.co.jp

遠心機械に部品を投入し、
自動操作で研磨。●研磨作業
トレイに製品をセットし、
真空焼鈍炉へ製品を投入。●熱処理
金属部品を容器の中に入れ、
自動又は手動装置でめっきする。●めっき加工

正社員募集
恵庭 正 製造

家族手当、特殊作業手当、 
昼食代補助、深夜勤務手当、 
寒冷地手当（11～4月/1万～1万9千円）

★手厚い福利厚生

★手当充実

異業種からの転職者も歓迎！
丁寧に指導します。
見学してからの応募OK!!

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▶ 初任給/月22～25万円  

※資格、経験により、後日増額見直し有
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

勤務開始日、ご相談ご要望
お問い合わせください！

0120-357-337
080-5729-7602 （土・日曜、祝日）

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

★随時面接致します

【月～金曜】9～18時

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

◆レストランでのホールスタッフ
期　間▶4月15日～11月5日
仕　事▶レストランでのホールスタッフ
資　格▶自力通勤可能な方
給　与▶時給1,700円
時　間▶ 9:00～17:00 

※休憩1h、状況により残業の可能性有
勤　務▶4週8休　シフト制
待　遇▶ 残業手当有、交通費規定支給、 

車通勤可（無料駐車場有）、受動喫煙対策有

テーマパークでの 
ホールスタッフ

苫小牧 派 レストランホール


