
2023年3月17日（金） ちゃんと15

(株)トーチク 〒066-0011
千歳市駒里2269番地

担当/営業 菱
ひしかわ
川080-2615-5450

まずはお電話ください。面接は千歳で行います。

■鶏卵生産・販売

期　間▶1年毎の更新制　※原則更新 
仕　事▶ 大手スーパー等との受注業務
資　格▶ 未経験者歓迎、車通勤可能な方（通勤手当有）、

PC操作（Excel・Word）ができる方、日・祝日
出勤可能な方

給　与▶ 時給980円(試用期間3ヶ月/時給940円)
時　間▶ ①8:00～17:00　※休憩1h 

②8:00～12:00 
③13:00～17:00 
※時間選択可、残業なし

休　日▶  5勤2休、シフト制
待　遇▶  社保完備、賞与有（6ヶ月後）、 

精勤手当、通勤手当全額支給、屋内禁煙

千歳 パ 事務スタッフ

愛知県小牧市 
高根1丁目200番地

https://www.aiko-medical.co.jp日清医療食品グループ
080-4610-1432

㍿アイコーメディカル

電話受付/ 月～金（祝日除く）
(採用係) 9:30～17:00

恵庭 パ 調理補助

期　間▶ 試用期間3ヶ月終了後は毎年度末更新 
（60歳以上は半年更新）

仕　事▶ 幼稚園内厨房での調理・盛付け・配膳・片付けなど
資　格▶ 調理師・栄養士免許お持ちの方歓迎 

※必須ではありません
時　間▶ 8:30～16:30（休憩有） ※応相談 ※残業なし
給　与▶ 時給930円(試用期間3ヶ月は時給920円)
休　日▶土・日・祝日 ※週5日勤務
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、食事補助、 

社会保険加入、敷地内禁煙
勤務先▶恵庭市 ※面接は現地にて行います。

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

まずはお気軽にお電話ください。

(株)エースランドリー
〒061-3244 石狩市新港南1丁目19-52

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶ 店舗でクリーニング品の集配業務を行い、工場へ

持ち帰るルート集配(札幌便、千歳・恵庭便の2種
類集配)のお仕事です。

資　格▶ 未経験者歓迎　※要普通免許
給　与▶ 時給1,100円　※研修期間50h/時給950円
時　間▶9:00～18:00（実働8h）※休憩1h、残業なし
休　日▶水曜（定休日）
待　遇▶ 雇用保険、労災保険、有給休暇制度、交通費規定支

給、制服貸与、車通勤可、受動喫煙対策有
勤務先▶ ぴよちゃんクリーニング　恵庭工場 

恵庭市戸磯345-13

［受付］9～18時 
［担当］佐藤・加藤 0120-022-040

1,100

 
OK!

恵庭 ア パ 集配業務

恵庭市牧場281-2らくだ軒 恵庭店

39-2821

39-2051

応募

応募

受付/10～17時 
担当/古名（フルナ）

期　間▶即日～11月下旬
仕　事▶ 接客、料理の提供、お会計、調理業務、食器洗浄等 

ビュッフェスタイルのレストランです！ 
難しい作業はありません。

時　間▶ 9:00～17:00の間で3～7h（時間帯応相談） 
※6h以上で休憩1h、残業なし

資　格▶ 経験者・未経験歓迎、学生歓迎、高校生可
給　与▶ 一般/時給1,000円　高校生/時給950円～ 

（4～10月の土日祝は＋50円で時給1,050円）
勤　務▶ 週1～5日、1週間毎のシフト制（勤務日数応相談）
待　遇▶ 無料送迎バス有（JR恵庭駅から）、交通費規定支給、車通

勤可、食事補助制度有、制服貸与、労災保険、有給休暇制度
有、65歳定年制（定年雇い止めのため）、受動喫煙対策有

応　募▶ ご希望の店舗へお電話ください。

共
通
項
目

スタッフ募集 JR恵庭駅から
無料送迎バス有らくだ軒 Ten-Man

期　間▶ 長期
仕　事▶ イタリアンレストランでの接客業務、 

ピザやパスタの調理業務、食器洗浄等
時　間▶ 9:00～18:00の間で3～8h（時間帯応相談） 

※6h以上の勤務で休憩1h、残業なし

恵庭市牧場262-6Ten-Man森のレストラン
受付/10～17時 
担当/杉井

らくだ軒 森のレストラン Ten-Man

恵庭 ア パ ホールスタッフ、キッチンスタッフ

Web応募
はコチラ

期　間▶長期
仕　事▶ 店内業務
待　遇▶ 通し勤務のみ社会保険加入、 

制服付与、交通費規定支給、 
車通勤可、施設内禁煙

札幌市中央区南13条西11丁目2-32㈱ラルズ
[応募］店舗に電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。担当/店長

千歳市日の出1丁目1-66千歳店

26-6660応募
給　与▶ ［一般］時給923円 ［学生］時給920円
時　間▶ 13:00～17:00、17:00～21:00 

※残業なし　※休憩なし
勤　務▶週4日程度

39-7777応募

島松店 恵庭市島松旭町1丁目1-1

共通項目

恵庭店 恵庭市本町210

33-1122応募
給　与▶ ［一般］①時給920②時給923円 

［学生］時給920円
時　間▶ ①13:00～17:00　(平日・土日選択可) 

　17:00～21:00　（週2～3日） 
②8:00～12:00　（週4～5日） 
※残業なし　※休憩なし

給　与▶ ［一般］時給921円 ［学生］時給920円
時　間▶ 9:00～13:00　(週4～5日) 

17:00～21:00 
※残業なし　※休憩なし

の募集です品出しスタッフ
千歳・恵庭 ア パ 品出し

期　間▶ 4月1日～翌3月31日　※1年毎の契約（更新有）
勤　務▶ シフト制　※冬期間は関連事業所へ出向していただきます。
資　格▶ 年齢不問、未経験者歓迎、経験者優遇、車通勤できる方
待　遇▶ 各種社会保険完備、制服貸与、車通勤可（交通費規定支給）、受動喫煙対策有

共通
項目

◆コース管理［契約社員］
時　間▶ 5:00～17:00の間で実働8h 

※休憩1.5h、残業月10h程度
給　与▶ 経験者/月給207,000～234,000円 

未経験者/月給180,000～205,000円
休　日▶ 月6～8日

◆料理長［契約社員］
時　間▶ 5:30～18:00の間で週40h 

※残業月30h程度
給　与▶ 月給330,000～400,000円 

※当社規定による
休　日▶月4～6日

0123-21-2301
電話連絡の上、写真付履歴書をご用意ください。委細面談にて。

受付/ 平日 
9時～16時

いよいよOPEN!! スタッフ追加募集!
千歳

千歳カントリークラブ
〒066-0005 千歳市協和814

http://www.chitosecc.jp/

契 コース管理、料理長

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。

■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

編集・記者募
集

写真が好き 文章を書く
ことが得意

「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。

好奇心旺盛な方に
ピッタリなお仕事♪

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

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！

千歳・恵庭 正 編集・記者

需要拡大につき店舗スタッフ増員決定!!

千歳 ア パ 店内業務

〈共通項目〉
期　間▶長期（1年毎に更新）
資　格▶年齢・学歴・経験不問
勤　務▶  週3～5日　※シフト制、日数・曜日応相談
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、制服等貸与、空港内喫煙室有

千歳市美々987番地22

北海道空港 株式会社 まずはお気軽にお電話ください。

仕　事▶ 免税店、国内線店舗でのレジ接客業務、 
品出し業務

資　格▶英語やその他外国語を話せる方歓迎
給　与▶時給1,150円
時　間▶ 7:30～20:00の間で実働5～7h 

例/ ①7:30～15:30　 
②9:00～17:00等　 
※国際線のフライト状況により変動有

勤務先▶ 新千歳空港国際線店舗及び 
国内線店舗（北海道本舗 総合土産店等）

担当/影山0123-46-5118[応募連絡先]

仕　事▶ お菓子や農水産品、お酒などを取り扱う
お店でのレジ、商品補充、陳列、接客など

給　与▶時給1,000円
時　間▶ 7:00～20:40の間で実働5～7hシフト制 

※休憩1h、繁忙期は延長の場合有 
例/ ①7:00～15:00　 
②9:00～17:00
③12:40～20:40等

勤務先▶ 北海道本舗 総合土産店 
（国内線ターミナルビル2F）

新千歳空港で働いてみませんか？

 
 

 

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

募集します。

詳しい応募方法・申込書類等はHPより確認できます。

検索千歳市社会福祉協議会

事務員（事務補助）

ファミリー・サポート・センターアドバイザー

ファミリー・サポート・
センターアドバイザー

事務員

介護総合職員（正職員）

介護総合職員（正職員）

0123-27-2525 総務課 総務係【お問合せ】

〒066-0042 
千歳市東雲町1丁目11

千歳市 
社会福祉協議会
社会福祉法人

期　間▶ 雇用期間の定めなし
仕　事▶ デイサービスセンターにおける生活相談員等の 

介護保険事業業務など本会業務全般
資　格▶ ①介護福祉士又は社会福祉主事 

②要普免（AT限定可） 
③昭和63年４月２日以降に生まれた方 
※学歴、経験不問 

給　与▶ 月額185,200円（４年生大学新卒の場合） 
※ 経験に応じて加算有

休　日▶ 日曜、他週１日の週休２日、祝日、年末年始 
※年間125日程度、他特別休暇制度有

待　遇▶ 雇用保険、健康保険、厚生年金保険、通勤・扶養・住居
手当、期末・勤勉手当、退職金有、昇給有、60歳定年
制（再雇用制度有）

勤務先▶当法人及び関連施設

期　間▶ 令和５年４月１日～令和６年３月31日まで 
（更新可能性有）

仕　事▶ 生活福祉資金業務等の事務補助業務、移送介助サー
ビス事業運行業務、福祉バス運行事業調整業務

資　格▶ 要普免（AT限定可）、基本的なパソコン操作（ワー
ド・エクセル）が可能な方

給　与▶ 日給7,300円 （通勤手当有）
勤　務▶ 月曜日から金曜日まで 

（週休２日制、勤務表に基づく）
休　日▶土・日・祝日及び年末年始
待　遇▶雇用保険、健康保険、厚生年金保険
勤務先▶千歳市社会福祉協議会事務所（東雲町１丁目）

期　間▶ 令和５年４月１日～令和６年３月31日まで 
（更新可能性有）

仕　事▶ 地域の子育て支援（保育）に関する業務
資　格▶ 要普免（AT限定可）、基本的なパソコン操作（ワー

ド・エクセル）が可能な方 
※保育、幼児・児童教育等の経験あればなお可

給　与▶ 日給7,500円 （通勤手当有）
勤　務▶ 1ヶ月のうち12日（勤務表に基づく）
休　日▶土・日・祝日、他シフトによる
待　遇▶雇用保険
勤務先▶千歳市社会福祉協議会事務所（東雲町１丁目）

【共通項目】

千歳 正 介護職員パ 事務員、ファミリー・サポート・センターアドバイザー

時　間▶ ８:45～17:15（【正】休憩45分、【パ】休憩60分） 
※時間外勤務有

パート
期 間

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

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
期　間▶1年毎の更新
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

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
期　間▶1年毎の更新
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

受付/9～17時 
※日・祝を除く

仕　事▶ ベッドメイク、客室清掃
時　間▶ 8:00～16:00の時間帯で応相談(実

働4h)　※休憩なし、残業月0～10h
勤　務▶週2～5日 
給　与▶時給1,100円
《共通項目》
期　間▶ 雇用期間の定めなし  

※65歳以上は1年更新
待　遇▶ 交通費規定支給、受動喫煙対策有

仕　事▶日常清掃（床・トイレ掃除等）
時　間▶ ①8:00～12:00（実働4h） 

②17:00～20:00（実働3h）
給　与▶①時給920円 ②時給1,000円
◆新千歳空港/空港内ホテル　※車通勤可

◆新千歳空港/国際線ターミナルラウンジ

まずはお電話の上、面接の際に写真付履歴書をお持ちください。

0123-22-1171

清掃スタッフ募集中

千歳市美々新千歳空港内 ターミナル アネックスビル2F
■総合施設管理 日興美装工業㈱

千歳
支店

千歳 ア パ 清掃

期　間▶ 雇用期間の定めなし ※65歳以上は1年更新
時　間▶ 16:00～19:00（実働3h） 
給　与▶時給920円
休　日▶日曜日　※週2～4日勤務

◆新富1丁目3-5/デイサービス ※車通勤可

時給1,100円!


