
2023年3月24日（金） ちゃんと13

期　間▶1年毎の更新制
給　与▶ 一般/時給930円 学生/時給920円～
勤　務▶ 日数・休日応相談
待　遇▶ 有給休暇、制服貸与、雇用保険、交通費規定

支給、屋外に喫煙スペース有

時　間▶ 17:00～22:00 
※残業なし、休憩なし

時　間▶ 8:00～13:00 ※残業なし、休憩なし

恵庭市黄金南
6丁目10番地4

まずはお電話でお問い合わせください。
後日面接日をご相談させていただきます。 

担当/採用係39-5555

 日数・休日
応相談！

共
通
項
目

◆青果 ◆品出し ◆惣菜

◆レジ ★学生歓迎！

恵庭 ア パ 店内業務

路線バスドライバー募
集

〒066-0055 
千歳市里美2丁目1-5

問い合わせ
0123-49-7788 〈担当〉坂下

下記住所に写真付履歴書をご郵送ください。書類選考後、ご連絡いたします。

ワンマン運行ですので安全運転に
集中してお仕事ができます。

期　間▶ 4ヶ月毎の更新制（原則更新）
資　格▶大型二種免許保持者　★免許取得助成制度有!!
給　与▶ 基本給/月218,820円
時　間▶ 当社規定　※休憩1h、残業月10h程度
勤　務▶5勤1休　※年間休日90日
待　遇▶ 各社保完備、時間外手当有、賞与有、 

交通費規定支給、有休有、喫煙室有、 
正社員登用制度有、労働組合有

勤務先▶本社・長都営業所（エコバス・大学送迎バス）

女性ドライバー
も歓迎

千歳 契 バスドライバー
仕　事▶ 大根、いも、白菜等の収穫
期　間▶ 4月～11月中旬  

※次年度も継続雇用の可能性有
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶ 時給960円 

※5～7時は時給1,200円
時　間▶ 5:00～17:00の間で要相談 

※状況により残業の場合有
休　日▶日曜、雨天日、他応相談
待　遇▶車通勤可、受動喫煙対策なし

橋本農園 〒061-1362　
恵庭市中島松393-7
★恵北中ななめ向い

採用係090-3110-7859
0123-36-6340

勤務開始日
応相談!!

お電話の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭 ア 農作業スタッフ

(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

期　間▶ 長期（3ヶ月更新）
仕　事▶ ①ベッドメイク ②夜勤フロント
時　間▶ ①9:00～15:00、19:00～翌1:00 

②19:00～翌9:00 
※休憩1h、残業なし

給　与▶ ①時給1,000円、22:00以降、時給1,250円 
②日給15,350円 ※昇給有

勤　務▶ ①週2日程度※土日祝のみの方歓迎 
②週1～2日程度 ※Wワークの方歓迎

待　遇▶ 労災保険、昇給有、試用期間3ヶ月、受動喫煙対策
有（喫煙スペース有）

スタッフ募集!!

千歳市青葉5丁目6-10　http://www.hotal-web.com

電話の上､写真付履歴書をお持ちください｡ 担当/國田

ホ テ ル 　 　 　 　 　 ホ タ ル 全室Wi-Fi
完備

0123-40-2077 090-2511-4127

千歳 パ ベッドメイク、夜勤フロント

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 まずは、お気軽にお電話ください。

札幌市中央区南一条西1-13-1 マナー白鳥504
シダックス大新東ヒューマンサービス㈱

担当/清水011-242-1668

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶ 子どもたちに学びや体験・異年齢や世代間の交流

活動などの実施を通して、子どもたちの心身の健
全な成長を促します。

給　与▶月給130,000円
資　格▶ 【以下の資格保持者優遇】保育士、幼稚園教諭、教員

免許（小・中・高）または児童館勤務経験者
時　間▶12:50～18:05　※休憩なし、残業なし
休　日▶シフト制　※応相談　※週5日程度の勤務
待　遇▶ 各種社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

有給休暇、施設内禁煙
勤務先▶恵庭市生涯学習施設 かしわのもり

期　間▶6ヶ月毎の更新
仕　事▶ 児童の育成支援、外・内遊び、集団遊び、学習などを

通して子どもたちに色々な経験をさせてあげるお
仕事です。

給　与▶時給1,050円
資　格▶保育士、幼稚園教諭または放課後児童支援員
時　間▶ ①放課後～18:40　②7:55～12:55 

③12:55～18:40 
※休憩なし、残業なし

休　日▶日曜日、祝日、年末年始　※週3日程度の勤務
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可、有給休暇、施設内禁煙
勤務先▶恵庭市黄金ふれあいセンター

～恵庭市 子どもひろば 常勤職員募集☆～ ～恵庭市 学童クラブ支援員（補助員）募集☆～

かしわのもり・黄金ふれあいセンタースタッフ募集!!
恵庭 契 常勤職員ア パ 学童クラブ支援員

■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

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1,100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!!

週1～2日からOK!!
千歳・恵庭 ア パ 清掃

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 ※休憩1h、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！

 

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶店内業務全般
時　間▶ 8:00～13:00、13:00～17:00、 

17:00～22:00、22:00～翌8:00 
※選択可

給　与▶ 時給950円～ ※22時以降深夜割増有 
※土日・平日17～22時は+時給50円

勤　務▶週1日～OK
待　遇▶制服貸与、店内禁煙

恵庭市美咲野４丁目1-1

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-39-2711

恵庭 ア パ 店内業務

求人担当まで

恵庭インター店

週1日～、朝・昼・夜選べる時間帯！
土日・平日夕方
時給アップ

■ビルメンテナンス 廃棄物収集運搬処理 ハウスクリーニング
〒066-0019　
千歳市流通1丁目4-7

0123-24-7787《担当》金子

詳しくは
HPで !

千歳
キリンビール北海道千歳工場（千歳市上長都）

千歳市民病院（千歳市北光）

千歳市泉沢

パナソニック（千歳市上長都）
期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶ 清掃業務
時　間▶ 8:00～12:30（実働4.5h）
給　与▶ 時給950円
休　日▶土日祝、GW、夏季、年末年始
待　遇▶ 交通費規定支給、雇保、制服貸与、受動喫煙対策有
勤務先▶ パナソニック（千歳市上長都）

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶ 清掃業務
時　間▶ ①7:30～11:00（実働3.5h）月4日程度 

②8:00～11:45（実働3.75h）月8日程度 
③8:00～12:00（実働4h）月8日程度 
　※休憩、残業なし 

給　与▶ 時給950円
休　日▶週2～3日程度
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、受動喫煙対策有
勤務先▶ キリンビール北海道千歳工場（千歳市上長都）

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶ 清掃業務
時　間▶ ①平日/7:00～17:00、8:00～17:00 

　土祝/7:00～15:00 
　日/7:00～14:00 
　※シフト勤務 ※休憩1h、残業なし 
②7:00～12:00 
③13:00～17:00 
※休憩、残業なし 

給　与▶ 時給1,000円
休　日▶週休2日程度
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、受動喫煙対

策有、①社保・雇保、②③雇保
勤務先▶ 千歳市民病院（千歳市北光）

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶ プラスチックケースの拭取り清掃
時　間▶ 9:00～16:00 ※休憩1h、残業なし 

※応相談
給　与▶ 時給1,200円
休　日▶週4日程度
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、受動喫煙対策有
勤務先▶ 千歳市泉沢

パ 清掃

［担当］ 生活事業管理部　 
馬籠（マゴメ）、中山011-200-5600札幌市中央区大通西6丁目10-1大通西6ビル まずはお気軽にお電話ください。

応募の際に希望の店舗・職種をお知らせください。

店
舗
ス
タ
ッ
フ
募
集
!

新
千
歳
空
港

ホ
テ
ル
朝
食
ス
タ
ッ
フ
募
集

千歳ステーションホテル

期　間▶ 長期（年度末更新）
仕　事▶ 和洋バイキングの準備・調理、料理補充、洗い場、ホール等業務全般
時　間▶ 4:30～12:30 ※実働7h、休憩1h 

※状況により残業月0～10h程度
給　与▶ 時給990円以上 ※4:30～5:00割増有
勤　務▶週2～5日 
休　日▶シフト制 
待　遇▶ 各社保完備、交通費実費支給、制服貸与、受動喫煙対策有
勤務先▶千歳市千代田町7丁目1789-3（千歳駅直結）

時　間▶ 12:00～21:00の間で応相談
仕　事▶  お客様のご案内、オーダー確認、 

レジ対応等

時　間▶ 12:00～21:00の間で応相談
仕　事▶ 簡単な料理や仕込み、洗い場等

（国内線）海鮮料理 きたみなと
★ ホールスタッフ

★ 厨房スタッフ

【新千歳空港店舗スタッフ共通項目】
期　間▶長期(年度末更新)
時　間▶ 上記時間内で実働3～8h ※6h超えの勤務で休憩1h 

※状況により残業月0～10h程度 
※国際線店舗は国際線運行状況により就業時間の変動有

時　間▶ 9:30～19:00の間で応
相談

仕　事▶ 軽食提供、 
お土産・小物等の販売 

（国際線ゲート内）ワゴンカフェ
★販売員

時　間▶ 8:30～21:00の間で応相談
仕　事▶ お客様のご案内、オーダー確

認、レジ対応等(国内線はフード
コート店舗)

時　間▶ 8:30～21:00の間で応相談
仕　事▶ 簡単な料理や仕込み、洗い場等

（国際線）
（国内線）札幌らーめん大心・札幌拉麺大心

★ホールスタッフ

★厨房スタッフ

★ホールスタッフ

★厨房スタッフ
時　間▶ 9:00～21:00の間で応相談
仕　事▶ 簡単な料理や仕込み、洗い場等

時　間▶ 9:00～21:00の間で応相談
仕　事▶ お客様のご案内、 

オーダー確認、レジ対応等

（国内線）北海道そば　一灯庵

給　与▶ フルタイム/時給990円以上 
フルタイム以外/時給940円～

勤　務▶週2～5日 ※店舗、職種による 
休　日▶シフト制 
待　遇▶各社保完備、交通費実費支給、制服貸与、受動喫煙対策有

千歳 ア パ ホール、厨房、販売、調理


