
2023年3月17日（金）ちゃんと 18

千歳・その他

期　間▶長期
仕　事▶客室清掃
資　格▶土日・祝日勤務可能な方（出来る限り）
時　間▶ 7:00～18:00（2h～OK）　※残業なし
給　与▶ 平日/時給1,000円 

※7:00～9:00は時給1,200円 
土日祝/時給1,100円 

※7:00～9:00は時給1,300円
勤　務▶ 土日どちらかまたは両方を含む週2日～
待　遇▶ 交通費全額支給、制服貸与、 

有給休暇、受動喫煙対策有
勤務先▶ ①Fヴィレッジタワー11　 

②ANAクラウンプラザホテル　 
③Minn千歳（旧Adamas千歳）　 
※①～③シフト

応　募▶ まずはお気軽にお電話ください。

札幌市東区 
北41条東5-2-14

（受付/10～14時）
（採用担当） 090-3130-7243 

ホクトサービス㍿

年齢・性別不問交通費全額支給

土日祝/時給1,100～1,300円
平日/時給1,000～1,200円

ア パ 客室清掃スタッフ

★扶養内勤務可     ★土日のみもOK
★マイカー通勤OK ★学生OK（高校生も可）

期　間▶ 長期 ※5名程度
仕　事▶ 主に以下のような、自治体が行っている「ふるさと納税」

のお仕事をサポートする事務センタースタッフを募集。 
・各種お問い合わせの対応業務スタッフ（メール、電話） 
・お礼品事業者への受発注業務スタッフ 
・事務所到着書類の整理、書類印刷業務スタッフ 
・お礼品情報の登録、運用業務スタッフ 
※面接内容を踏まえ決定いたします。

資　格▶ 学歴不問、主婦（夫）歓迎、未経験者歓迎、メール・電話対
応できる方歓迎、簡単なパソコン操作やブログなどを
使ったことのある方

メール又はお電話でご連絡ください! 面接は勤務先（恵庭）で行います。応募

011-700-5588（札幌支社） saiyo@ccs1981.jp 恵庭市京町56-1 MY恵庭ビル5階 https://www.ccs1981.jp/

中央コンピューターサービス㈱ 
恵庭ビジネスデザインセンター

スタッフ増員募集!! 専門知識不要!
恵庭 契 一般事務業務

業務拡大
により

給　与▶時給1,000円 
時　間▶ 8:30～17:30（実働8h ※応相談）  

※休憩1h ※残業なし
勤　務▶  週5日　　　休　日▶ 土日祝
待　遇▶ 各種社会保険完備、交通費規定支給、有給休

暇、マイカー通勤可（一定条件有）、敷地内禁
煙、昇給実績有 ※長期のみ業績により期末
手当支給制度有（過去2年間支給実績有）

勤務先▶ 恵庭市京町56-1 MY恵庭ビル5階 
（恵庭市役所の近く）

事務職未経験者の方も活躍しています。

株式会社エフビーエス
〒061-1411　恵庭市恵南1番地恵庭工場  34-6866

まずはお気軽にお電話ください。
受付/9～17時 担当/石橋

募集!
《共通項目》
期　間▶即日～長期
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
休　日▶ 土日 ※他工場指定の休日有
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、正社員登用
制度有、喫煙ブース有（それ以外は禁煙）

②清掃スタッフ
仕　事▶ 休憩室、トイレ等の施設内清掃
時　間▶7:00～11:00 ※休憩・残業なし
給　与▶時給950円

①製造スタッフ　正社員登用制度有!
仕　事▶ パンの製造、原料準備、箱詰め、洗浄等
時　間▶ 6:00～翌3:00の間で（実働8h）応相談 

※休憩1h、残業月/0～20h
給　与▶ 時給950円  

※22:00～翌5:00/時給1,188円

★土日お休み! 
★昇給有!（人事考課による） 

清掃スタッフ
パン製造スタッフ（ライン作業）

恵庭 パ 製造、清掃

スタッフ募集‼

〒061-1265 北広島市島松641番地
札幌リージェントゴルフ倶楽部お電話またはメールから 

応募ください。 s.watanabe@s-regentgc.jp
011-377-3111 採用担当

三井アウトレットパークから
車で10分程度のコースです。

仕　事▶ ①ホール ②調理補助兼洗い場 ③洗い場 ④調理
給　与▶ ①時給1,050円～ ②③時給950円～ ④時給1,200円～
時　間▶ ①②10:00～16:00(実働4～5h) ③8:00～16:00(実働7h) ④5:30～18:00(実働8h) 

※①②休憩なし、③④休憩1h、残業月10h程度
勤　務▶ ①②③週3～5日 ④週5日

仕　事▶売店での販売、簡単な調理
給　与▶時給950円～
時　間▶ 6:00～15:00(実働7～8h) 

※休憩1h、残業月10h程度
勤　務▶週3～5日

仕　事▶従業員送迎バスの運転手
給　与▶時給1,000円～
時　間▶ 5:00～19:00(実働7h、交代制) 

※休憩2h、残業月30h程度
資　格▶要大型免許、車通勤可能な方
勤　務▶4週6休

仕　事▶ ゴルフカートへのゴルフバッグの積み降
ろし、運搬及びスタート室周りでの作業

給　与▶ 時給950円～
時　間▶ 5:30～19:00(実働8h、交代制) 

※休憩1.5h、残業月10h程度
勤　務▶ 週5日(週2～3日程度の勤務も可)

仕　事▶ コース整備、草刈り等の作業
給　与▶ 時給1,000円～
時　間▶  5:00～19:00(実働7h、交代制) 

※休憩2h、残業月10h程度
勤　務▶ 4週6休
資　格▶ 車通勤可能な方

仕　事▶ クラブハウス内ショップでの販売業務
給　与▶ 時給950円～
時　間▶ 7:00～15:00(実働7h) 

※休憩1h、残業なし
勤　務▶ 週2～3日

仕　事▶ クラブハウス内、浴場内の清掃
給　与▶ 時給950円～
時　間▶ 8:00～15:00(実働6h) 

※休憩1h、残業月10h程度
勤　務▶ 週3日程度

期　間▶4月～11月下旬
待　遇▶ 各種社会保険完備(法定による)、有給休暇、制服貸与、送迎バス有、交通費規定支給、 

従業員食堂有(個人負担150円)、昼食補助有、従業員プレー料金割引有、受動喫煙対策有
共通
項目

北広島 ア レストラン、売店、バス運転手、ショップ、ポーター、コース管理、清掃

◆レストランスタッフ

◆コース売店スタッフ

◆バス運転手

◆ポータースタッフ

◆コース管理

◆ショップスタッフ ◆清掃スタッフ

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

0123-22-1090

期　間▶ 1年毎の更新 ※原則更新
仕　事▶ 新千歳空港内において、貸切バスを所定位

置に駐車案内するお仕事です。 
研修があるので安心して取り組めます。

入社日▶ 研修（国内線/2週間、国際線/1週間）後随時
資　格▶性別不問、健康な方
給　与▶ 時給1,100円 ※研修期間/時給920円
時　間▶ ①7:45～15:00 ②7:45～17:15 

③7:45～18:15  
※休憩1h、シフト交代制 
※月/150h前後、変動有 ※延長有

休　日▶ 月10日位 ※要相談、研修中は土・日休み
待　遇▶ 社保完備、制服貸与、車通勤可、交通費規定

支給、喫煙所有
勤務先▶ 千歳市美々
電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

【平日／9～18時】
担当/スズキ

観光で
来道された
皆様の快適な旅を

サポート!

千歳 契 貸切バス案内業務

勤務先▶新千歳空港旅客ターミナル
仕　事▶新千歳空港内 日常清掃
時　間▶ ⓐ【スーパーラウンジの清掃】 

　7:30～12:30、14:00～19:00の間で 
　2～3hからOK 
ⓑ【フードコート内の清掃】 
　14:00～20:30の間で2～3hからOK 
※残業なし ※いずれも応相談

給　与▶ 時給920円
休　日▶シフト制 ※応相談

(株)東洋実業 千歳営業所 千歳市千代田町6丁目20 
第12ふじやビル4F

22-5280 採用係応募

①空港にお勤めの方のWワークもOK!!パ ②月12日、無理なく働けます！

④短い時間を有効活用③体を動かすのが好きな方にオススメ

⑤午前中のお仕事です 《共通項目》

勤務先▶ 千歳市開基記念総合武道館/千歳市あずさ1丁目3-1
仕　事▶ 外周・館内清掃
資　格▶不問、未経験者歓迎
給　与▶ 時給930円
時　間▶  8:00～17:00、7:00～16:00、6:00～15:00

※実働7.5h、残業なし
勤　務▶ シフト制

勤務先▶千歳市葬斎場/千歳市根志越1365
仕　事▶ 主に施設の日常清掃。他にペットの 

火葬受付やご遺族様への案内業務。
資　格▶不問、未経験者歓迎、車通勤可能な方
給　与▶時給920円
時　間▶ 8:45～17:15　※実働7h　 

※休憩1.5h、残業なし
勤　務▶ 月12日　シフト制（友引、元日はお休み）

勤務先▶ 千歳市開基記念総合武道館/千歳市あずさ1丁目3-1
仕　事▶ 床面の拭き掃き、ガラス清掃、各室・シャワー室・ 

トイレなどの日常清掃業務
資　格▶不問、未経験者歓迎
給　与▶ 時給920円
時　間▶ 8:00～12:00 

※13:00～17:00も勤務できる方尚可
勤　務▶ 週2～4日　※希望応相談

勤務先▶ コインランドリー千歳北陽店/千歳市北陽1丁目
仕　事▶ コインランドリー内の日常清掃業務 

（ 床面の掃き拭き、洗濯・乾燥機内ドラム清掃等）
時　間▶ 8:00～15:00の間の1.5h
給　与▶時給1,000円
勤　務▶週3～4日

期　間▶1年毎の更新制（長期）
待　遇▶ 各社保完備（①③⑤のみ）、制服貸与、交通費規定支

給、受動喫煙対策有

勤務先多数あります!!
清掃スタッフ募集

千歳 契 パ 清掃

契

パ

パ

パ

期　間▶即日～4月末までの間で応相談 ※延長可
時　間▶ 昼勤/9:00～18:00（休憩1h）、14:00～18:00 

夜勤/19:00～翌4:00（休憩1h） 
※生産量に応じ、2h程度の残業の可能性有

資　格▶ 未経験者歓迎 ※食品衛生上マニキュア・付け爪・ひげは禁
止、貴金属類の着用不可

給　与▶ 昼勤/時給940円 夜勤/時給1,010円 
※22～翌5時は深夜時給1,262円 
★月末月初手当有！ 
（実働6h以上の方が対象。合計6日間、最大6,000円） 
毎月末3日間と毎月初めの3日間は、 
1日出勤ごとに1,000円支給

待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場完備）、勤務日にパン
のお土産有、当社製品社内販売有、格安食堂完備（パン食は無
料）、制服貸与、近郊エリア無料送迎バス有、受動喫煙対策有

山崎製パン㈱札幌工場 恵庭市恵南10-1

まずは、お気軽にお電話ください。

★JRサッポロビール園駅より徒歩15分
 0123-34-1128《受付》9～18時

人事採用担当まで

JR恵庭駅から
無料送迎有！！

春休みの 
学生歓迎

長期勤務への切
り替えOK！！

期間中
1日～OK！！

恵庭 ア パン・和洋菓子・弁当等の製造補助、仕分け

0123-29-3100
まずはお気軽にお電話ください。
面接時に詳しくご説明いたします。

〒066-0051　千歳市泉沢1007-109
【佐藤水産鮨株式会社】 担当/こたか

期　間▶長期
仕　事▶ 製造スタッフの送迎（ハイエース使用） 

※泉沢工場⇔千歳市内
資　格▶要普通免許
給　与▶ 月収8～15万円 ※深夜割増含む
時　間▶ 7:00～※夜勤を含む 

※例/朝4:00～6:00、16:00～18:00、
　19:00～21:00の通しになります。 
※繁忙時期により時間は異なります。 
　時間帯で応相談

勤　務▶週3日～（応相談） ※WワークOK 
待　遇▶受動喫煙対策有

送迎スタッフ

募集

千歳 パ 送迎

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。

千歳市立認定こども園ひまわり
 千歳市新富2丁目4-60

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

★面接日・勤務開始日ご相談ください！

［担当］大野0123-42-1831

勤務先

千歳市認定こども園つばさ
 千歳市花園4丁目3-1

勤務先

給食調理員/アルバイト・パート

仕　事▶ 給食調理業務全般 
(下ごしらえ、調理、配膳、洗浄など)

資　格▶学歴・資格・年齢不問、経験者優遇
給　与▶時給950円
時　間▶ 千歳市立認定こども園ひまわり 

　①8:00～11:30 ②8:00～15:00 
　③7:30～16:00 ④8:30～14:00 
　※残業なし、②③④休憩1h 
千歳市認定こども園つばさ 
　①8:00～11:30 ②8:00～13:30 
　③8:00～15:30 
　※残業なし、③のみ休憩1h

勤　務▶ 月～土（週4日程度） ※規定シフトでの交代制
休　日▶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

シフト
時間
応相談

栄養士/契約社員

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 ※実務経験2年以上
給　与▶ 月給200,000円～ 

賞与年2回（150,000円/回）
時　間▶ ①7:00～16:00 ②8:00～17:00 

※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▶ 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

認定こども園千歳第2幼稚園
千歳市新富1丁目6-21

勤務先

千歳 契 栄養士ア パ 給食調理員

栄養士・調理員募集

《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

090-9753-1491土日

千歳 契 パ 清掃

期　間▶4月上旬～11月下旬(季節雇用)
資　格▶車通勤可能な方
勤務先▶ ザ・ノースカントリーゴルフクラブ（千歳市蘭越26）
待　遇▶ 社保完備、賞与有（③のみ）、 

雇用保険（時間による）、制服貸与、交通費規定支給

仕　事▶ お風呂清掃、巡回清掃（男性ロッカー）
給　与▶ 時給1,100円
時　間▶ 6:30～10:30、7:00～11:00、 

14:00～18:00（実働3.5h、休憩0.5h）
休　日▶ 週2日～

季節雇用①/パート

季節雇用②/パート

季節雇用③/契約社員

仕　事▶ クラブハウスの日常清掃（床、トイレ等）、洗濯（タオル等）
給　与▶ 時給1,100円
時　間▶ ⓐ8:30～12:30（実働3.5h、休憩0.5h） 

ⓑ12:30～17:00（実働4h、休憩0.5h）
休　日▶ ⓐ週2～3日ⓑ週3～4日

仕　事▶ 上記①②の両方
給　与▶ 月給159,500円～
時　間▶ 11:00～20:00（実働8h、休憩1h）
休　日▶ 週2日

時給1,100円!!長時間パート可!高時給!!


