
2023年3月17日（金） ちゃんと17

2023年度 コース管理スタッフ期間社員・パート募集中!
期　間▶ 2023年4月上旬～11月下旬迄
仕　事▶ コース内芝刈り、機械車輛の運転、樹木の手入れ、他
資　格▶ 車通勤可能な方
給　与▶ 期間/時給1,100円～ 経験・有資格者時給プラス50～300円アップ 

パート/時給1,000円～
時　間▶ 5:30～17:00の間でシフト制 ※パートは時間・日数相談可 

※季節により、時間・休憩・残業が異なります。
待　遇▶ 各社保完備(期間社員のみ)従業員食堂、制服貸与、交通費規定支給、(上限月5万円)、 

施設内分煙、有給休暇、ゴルフプレー優待制度有(道内6コース、道外100コース以上)
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

0144-57-5757
担当/五ヶ市（ごかいち）、川村（かわむら）

〒059-1365 苫小牧市植苗577番地1 

苫小牧 期 パ コース管理

製造
事務員
パン

セブン-イレブン・ジャパン向けパンの 
製造をしている会社です。

スタッフ募集　★恵庭駅より送迎有！

恵庭

仕　事▶ オーブンからパンを取り出したり、パン生地に具
材をのせる等のパン製造補助

資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶ 9:00～18:00、22:00～翌7:00 

※休憩1h、残業月20h程度、時間前後要相談
給　与▶ 時給950円～※22:00～翌5:00/深夜手当有

製造スタッフ

仕　事▶電話対応、来客対応、受発注業務
資　格▶パソコン、基本的な操作が出来る方
時　間▶ 8:30～17:30 ※休憩1ｈ、残業/月5～10h程度
給　与▶時給1,000円

事務員

株式会社エフビーエス
〒061-1405　恵庭市戸磯47-7札幌工場

 31-0900
まずはお気軽にお電話ください。

受付/9～17時 
担当/原田・本間

パ 製造、事務員

期　間▶即日～長期　　　休　日▶週2日、シフト制
待　遇▶ 各種社会保険完備、有給休暇有、制服貸与、昇給有

（人事考課による）、車通勤可、交通費規定支給、送
迎有、喫煙室有

◆札幌工場（恵庭市戸磯47-7）

《共通項目》

〒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！

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

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950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

期　間▶3月15日～5月31日
仕　事▶自転車の組立・整備
時　間▶ 9:00～21:00内の7hシフト 

※休憩1h、残業なし
給　与▶時給1,050円～　　
休　日▶シフト制（週休2～3日） ※相談可能
勤務先▶恵庭市

短期のお仕事
㈱アスクゲートノース

千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F
当社は「社団法人 日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号 派01-300587

24時間受付OK！お気軽にお電話ください。
0120-172-642

求人説明会 9:00～12:00内のお好きな時間にお越しください。

履歴書不要、服装も自由。
お気軽にお問合せください！

期　間▶長期
仕　事▶ ①パスタの加工 

②コロッケの包装
時　間▶ ①12:00～21:00 

②17:00～22:00 
※休憩1h、月20h程度残業の可能性有

給　与▶時給1,000円～ 
休　日▶ 土日祝休み（土曜は月2回程度出勤の可能性あり）
勤務先▶恵庭市

事前見学あり

期　間▶長期
仕　事▶レンタカーの洗車、清掃など
時　間▶  8:00～17:00　※休憩1h、残業なし
給　与▶時給1,105円～
休　日▶ シフト制（週休2日）　
勤務先▶千歳市

事前見学あり

期　間▶長期
仕　事▶事務スタッフ（PC入力・電話応対）
時　間▶ 9:00～18:00　※休憩1h、残業なし
給　与▶時給1,000円～
勤　務▶週4日～　※応相談
休　日▶ 土日祝休み
勤務先▶恵庭市

安定したお仕事

待　遇▶ 各社保完備、日払い有（規定有）、 
受動喫煙対策有、送迎有

《共通項目》

千歳・恵庭 派 加工・包装、事務、洗車・清掃、組立・整備

3/23木 恵庭市民会館 2F 小会議室

札幌市手稲区西宮の沢6条1丁目14-7 TCサービス

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 主に千歳・恵庭市内のアパート・マンション共用部分

の巡回清掃（玄関や床、階段、手すり等の拭き掃き）。 
※現場へは自家用車で移動します。直行直帰。

資　格▶ 要普通免許、車持ち込み可能な方（業務使用のため）、 
LINEの操作可能な方、未経験者歓迎、主婦（夫）さん歓迎

時　間▶ 8:00～17:00の間で3～8h程度  
※休憩1h、残業なし ※月30h程度の勤務

給　与▶ 時給1,000円～
待　遇▶ 交通費規定支給、清掃用具貸与、勤務先禁煙 

試用期間1～3ヶ月（同条件）、昇給有

不在時は 
留守電へ080-3233-9226応募

面接は千歳市内でおこないます。

時間
応相談週末のみの勤務も可!!

WワークOK!!
千歳・恵庭 ア パ 清掃

日本クリエイトシステム(株)
〒064-0924 札幌市中央区南24条西7丁目2-7

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ パチンコ店の閉店後の清掃業務 

（清掃、台拭き、トイレ清掃など）
給　与▶日給1,800円
時　間▶ 23:00～24:00　 

※休憩、残業なし
休　日▶週休制（日数はご相談ください。）
勤務先▶千歳市青葉3丁目14-25

0120-507-510
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

担当/採用係
【受付時間/平日 9～17時】

休み希望
応相談

空いた
時間を
有効活用

未経験者
歓迎♪

Wワーク
も応援!!

★1hだけの勤務
★車通勤可!!

千歳 パ 清掃スタッフ

面接は現地で
行います

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 利用者さんと共に作業を行い、就労を 

支援するお仕事です。現場への送迎もお願いしま
す。利用者さん達と一緒に取り組むお仕事です。

資　格▶ 学歴・経験不問、要普免 
64歳まで（定年雇い止めの為）

時　間▶ 7:45～16:45の間で実働8h ※残業なし
給　与▶ 時給980円～ ※試用期間3ヶ月/時給950円
勤　務▶週5日 ※応相談　　
休　日▶土日
待　遇▶雇用・労災保険、交通費規定支給、屋内禁煙

千歳市信濃1丁目13-1

まずはお気軽に
お電話ください。 080-3230-7461
■ 障がい者就労継続 
支援事業所（A型・B型）

【受付/10～15時】 担当/結城

千歳 パ 就労支援員

㈱119INTERNATIONAL

障がいがある方への
就労支援スタッフを募集します！

 

 

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

0123-46-5836 担当/西井
受付/11～20時

北国の寿司 花ぶさ千歳市美々 新千歳空港
国内線ターミナルビル3階

仕　事▶ 始めは、テーブルの片付けから覚えて
頂き、慣れた頃から注文や料理の配膳

時　間▶ ①9:30～16:00or17:00 
②16:00or17:00～20:40 
　最初の2ヶ月は、 
　10:00or11:00～16:00or17:00 
※休憩有、残業なし

給　与▶ 一般/時給1,000円 
大学生/時給980円 
高校生/時給960円

勤　務▶ 週2日～勤務OK、シフト制

仕　事▶ ネタの切りつけ、丼ぶりや刺身の盛付
等、洗い物や調理業務全般 
※覚えるまで3週間程度、 
　国内線店舗にて研修があります

時　間▶ 8:30～16:00(実働5～6h) 
※6h以上で休憩有、繫忙期残業有

給　与▶ 時給1,100円
勤　務▶ 週3日～勤務OK、シフト制

仕　事▶ 食器の洗浄等、食洗機を使用するので
難しくありません

時　間▶ ①10:00～16:00 
②16:00～20:50 
①②両方か、どちらか選択できます 
※①は休憩有、②休憩なし、残業なし

給　与▶ 時給980円
勤　務▶ 週3日～勤務OK、シフト制
<共通項目> 
期　間▶ 雇用期間の定めなし
勤務先▶ ❶・❸北国の寿司　花ぶさ/千歳市美々

新千歳空港国内線ターミナルビル3Ｆ 
❶・❷北海道海鮮料理　花ぶさ/千歳
市美々新千歳空港国際線ターミナル
ビルゲート内

待　遇▶ 各社保完備、交通費全額支給、車通勤可、 
制服貸与、休憩室有、受動喫煙対策有

千歳 パ ア ホールスタッフ、調理スタッフ、洗い場スタッフ

【担当】 
吉川0123-39-2100 恵庭市恵み野里美１丁目1-２

㈱ホンダカーズ札幌中央

・ 未経験者歓迎 
・ 車の知識不要

長く働いてくださる方歓迎します！

期　間▶ 採用日～6/15迄、その後1年毎の更新  
※原則更新

仕　事▶ 納車前の車や展示車の洗車（門型洗車
機使用）や美装業務。敷地内の車の移動
をお願いすることがあります。

資　格▶ 要普通自動車免許（AT限定可)、未経験
者可、シニア・主婦（夫）・フリーター可

時　間▶ 9:00～18:00 ※実働8h、休憩1h  
※残業原則なし

札幌中央

恵庭 ア パ 洗車・美装アシスタント

給　与▶月給180,000円～
休　日▶ 火曜日、第2・3水曜日、他シフト制  

※年間休日106日　 
※会社カレンダー有 
　（年末年始・GW・夏季は連休有）

待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤
可、無料駐車場有、制服貸与、有給休暇

応　募▶まずはお気軽にお電話ください。

恵庭店 

・ 各社保完備
・ 社員割引有

恵庭店

仕　事▶外来患者の看護業務
給　与▶時給1,500円
時　間▶   ①8:45～17:30（月・火・木・金） 

②8:45～12:45（水・土）  
※休憩1h、残業なし

休　日▶ 日曜・祝日

〒066-0034 千歳市富丘1丁目618-6  
医療法人社団 豊友会 千歳豊友会病院 人事担当宛 24-4191
◎電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。 （医）豊友会 

千歳豊友会病院
Chitose Houyukai Hospital

仕　事▶ 通所リハビリ送迎時の乗降介助、 
リハビリテーション実施時の補助業務

資　格▶ 未経験者可
給　与▶ 時給950円
時　間▶ 7:30～18:00の間で8hシフト制 

※休憩1h、残業なし
休　日▶土・日曜・祝日

通所リハビリアシスタント 準職員

看護師（外来業務） 準職員

《共通項目》
期　間▶長期 
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、 

受動喫煙対策有（施設内禁煙）

薬剤師助手 パート

仕　事▶ 薬剤師の補助業務
資　格▶  高卒以上
給　与▶ 時給920円
時　間▶ 月・火・木・金/8:45～17:30 

水・土/8:45～12:45 
※休憩1h、残業なし

休　日▶日・祝

応募はこちら
でも可能です▶

看護師（透析業務） 準職員

仕　事▶透析患者の看護業務
給　与▶時給1,500円
時　間▶ ①8:30～12:15　②9:00～17:45 

③9:45～18:30　④8:45～18:30 
※休憩1h、残業なし

休　日▶シフト制（4週8休+祝日）

千歳 準 通所リハビリアシスタント、看護師パ 薬剤師助手

４職種でスタッフ募集！


