
2023年3月24日（金） ちゃんと17

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 新千歳空港からマイクロバスでの送迎
資　格▶ 年齢不問、要大型免許または中型免許 

（限定解除）保持者、自衛隊OBの方大歓迎
給　与▶時給920円～
時　間▶ ①6:00～14:30(実働6～7.5h) 

②14:30～22:00(実働6～7.5h) 
※6h以下は休憩・残業なし

勤　務▶ 週1～5日程度　 
※シフト制、平日、土日のみ勤務OK

待　遇▶ 労災保険、昇給有、交通費規定支給、車通
勤可、受動喫煙対策有（屋外にて喫煙可）

千歳市美々
2187-2アイシーパーキング

011-398-9471担当/堀まずはお電話くだ
さい。面接時履歴
書は不要です!

千歳 ア パ 送迎

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

期　間▶ 採用日～3月末まで  
※その後1年毎の更新

勤務先▶ JR新千歳空港駅
仕　事▶ 駅舎内全般の清掃（男女・バリアフリー

トイレ含む）、ゴミの収集・分別、他
時　間▶ ⓐ8:50～12:50 ※実働4h 

ⓑ12:50～19:50 ※実働6h、休憩1h 
Ⓒ8:50～16:50 ※実働7h、休憩1h 
※ⓐ～Ⓒシフト制 
※残業の場合有（0.5h程度/月）

給　与▶ 時給930円 ※試用期間3ヶ月有（同条件）
勤　務▶4週6休 ※シフト制、応相談
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇、交通費規定支

給、制服貸与、駅舎内禁煙
お電話の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。担当/安藤

北海道クリーン・システム㈱ 札幌鉄道支店 空港営業所
千歳市美々JR新千歳空港駅舎内■JR北海道グループ

0123-45-7160 080-2877-3015

駅舎清掃
スタッフ募集!
★女性活躍中! ★勤務先多数!

千歳 パ 清掃

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶  公園の維持管理（樹木の剪定、草刈）、一般住宅の

外構・庭設計、施工等の業務、冬期は除雪等
資　格▶ 要普免、未経験者歓迎
給　与▶ 正社員/月給210,000円～ ※他、各種手当有 

　　　 ※試用期間有 
パート/時給1,300円～

時　間▶ 8:00～17:00 ※休憩2h、残業なし
休　日▶  日曜、祝日、GW、お盆他
待　遇▶  雇用、労災、建設国保加入、 

交通費規定支給、受動喫煙対策有

正社員募集!!

〒066-0023　千歳市寿1丁目6-3

【受付/9～17時】
担当/杉本24-9262

（有）道央グリンサービス

千歳 正 パ 公園の維持管理
未経験でも 
OK！

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▶ 正/雇用期間の定めなし 
パ/1年毎の更新制　※原則更新

仕　事▶ 発達に遅れのある子どもたちの支援をするお仕
事です。

資　格▶ 保育士、サービス管理責任者、児童指導員の何れ
か、保育等の学校の新卒者も応募可、無資格でも
応募可能

給　与▶ 正/月180,000～220,000円 
無資格者/月170,000円～ 
パ/時給920円

時　間▶ 9:00～18:00　※休憩1h、残業なし 
※パートは応相談

休　日▶ 月8日　シフト制 
※パートは勤務日数応相談

待　遇▶ 交通費規定支給、試用期間有、車通勤可【正社員】
各社保完備、昇給・賞与有、扶養・処遇改善・職能
手当支給、資格取得支援制度有、施設内禁煙

勤務先▶ えにわくらぶ（恵庭市恵み野北6-2-1） 
第二ちとせくらぶ（千歳市みどり台北1-7-1） 
ここち（千歳市末広5-8-1）
まずはお気軽にお電話ください。

千歳市みどり台北1-7-1（株）椿の会
080-3005-4544担当/ヤマザキ

受付/9～18時

児童指導員急募!
千歳・恵庭 正 パ 児童指導員

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶  カラーリング（白髪染めのみ）、 

シャンプー、簡単な接客
資　格▶ 美容師免許
給　与▶  平日/時給920～1,120円  

土曜/時給970～1,170円
時　間▶ 9:00～17:00 ※最終受付は15:30 

※勤務時間により45分～1時間休憩有
勤　務▶ 週2日～OK! ※応相談  

※日曜、祝日は定休日
待　遇▶ 交通費規定支給、昇給制度有、店内禁煙

カラーリスト募集! !

「経験はあるけどブランクが…」 
「復帰したいが年齢が…」という方も大丈夫！
同じ不安を持っていたスタッフがたくさん活躍中ですよ！

まずはお気軽に
お電話ください。 0123-29-5477

恵庭市恵央町19-10

恵庭 パ カラーリスト

15:30で受付終了なので、17:00退勤可!
プライベートとの両立◎

恵庭店

扶養内 
勤務可

日･祝は
お休み！

ヘアカラー専門店

定年退職後の方や
シニア層の方も
歓迎!!

あれこれ迷っているなら
うちに来ませんか?

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶  新千歳空港関係者専用ゲートにおける、 

出入管理業務。通行証の確認や、出入者に対して
のセキュリティ管理が主なお仕事です。

資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶  時給1,000円 

 ※法定研修20h有/18,400円支給
時　間▶ 6:30～21:30の間で実働5～8h 

※休憩1h（勤務時間による）　※残業なし 
※1年単位の変形労働時間制での勤務シフト

休　日▶週休2日、シフト制　※年間休日105日 
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、国家資格

取得制度有（警備員業務検定/費用当社負担）、喫
煙スペース有

勤務先▶ 千歳市平和/新千歳空港国際貨物ターミナル

〒004-0877 札幌市清田区平岡7条3丁目8-22 
平清警備株式会社

011-885-4141担当/
山田

まずはお電話のうえ、
写真付履歴書をお持ちください。

面接場所:千歳市内

応
募

30,000円支給!

入社祝い金
入社3ヶ月後

未経験者歓迎
資格取得制度有

千歳 契 施設警備員

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

期　間▶長期
仕　事▶ 生活情報紙「ちゃんと」の丁合作

業（ちゃんとにチラシを折り込
む）、他、ちゃんとの積込みなど
配送業務補助、等

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給950円
時　間▶ 11:00～17:00　 

※休憩15分、6h以上勤務で 
　休憩45分、状況により残業有

勤　務▶水曜日
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

敷地内禁煙
勤務先▶(株)メディアコム　事務所内

紙面・チラシ折込み

まずはお気軽にお電話ください！
千歳市北斗
4丁目
13番20号

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

0123-27-0911

テキパキ・もくもく作業が好きな方にピッタリ!

毎週
水曜日
のみ!!

Wワーク
OK!!

未経験者
大歓迎!!

千歳 パ 業務スタッフ

■労働者派遣事業（派01-300021）

(株)ジェイサポート
面接地/ 札幌市北区北7条西4丁目8-3 北口ヨシヤビル3F 

（JR札幌駅北口より徒歩1分）

千歳市内近郊にお住いの方は出張面接を
実施しておりますのでお気軽にご相談ください♪

0120-706-717 受付/
9～17時応募

期　間▶即日～長期
仕　事▶ お菓子（チョコレートやケーキ）などの商品を製造

している工場での製造補助、梱包業務
時　間▶①8:30～17:30     ②10:30～19:30
　　　　③14:30～23:30　④17:00～翌2:00
            ※①～④のいずれか 
　　　　※実働7時間50分 ※休憩1時間10分、残業なし
給　与▶ 時給1,300円　22時以降深夜割増あり
勤　務▶週3～５日勤務（シフト制）
休　日▶ 工場カレンダーに準ずる（土日のみ固定休）
勤務先▶千歳市泉沢
待　遇▶ 週払いOK(規定有)、社会保険完備(法令どおり)、交

通費規定支給、制服貸与、車通勤可(無料駐車場完
備)、無料送迎有(JR千歳駅より)、受動喫煙対策有
（職場に喫煙室有）

春からお仕事始めませんか？
未経験者大歓迎！！

千歳 派 お菓子の製造補助、梱包業務

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

㈱クリーン開発 〒066-0019千歳市流通1丁目4番7号

■ 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

現場責任者 /正社員

清掃業務 /パート

清掃業務 /正社員

清掃業務 /パート

0123-24-7787 担当
金子

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 管理業務（業務調整・従業員管理・報告書作成・新人

教育・品質管理等）・清掃業務
時　間▶ 8:00～17:00　※休憩1h、状況により残業の場合有
給　与▶ 月給208,000円～
勤　務▶ 3勤1～2休
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、賞与年３回、燃料手当

年2回､家族手当10,000円/人､社保・雇保、退職金
有、市内送迎有、受動喫煙対策有

勤務先▶ 新千歳空港（千歳市美々）

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 清掃業務、管理業務、従業員送迎
時　間▶ ① 6:00～1500 ②12:00～21:00 

③17:00～翌2:00 ④23:00～翌8:00 
※シフト制 ※休憩1h、状況により残業の場合有

給　与▶ 月給188,000円～ +深夜手当 月10,000円程度支給
勤　務▶ 3勤1～2休
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、賞与年2回、燃料手当

年2回､社保・雇保、家族手当10,000円/人､受動
喫煙対策有

勤務先▶ 新千歳空港（千歳市美々）

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶ 清掃業務
時　間▶ ①13:00～22:00（実働8h） ※休憩1h 

②13:00～17:00（実働4h） 
①②いずれかの固定シフト ※残業なし

給　与▶ 時給950円（深夜手当含）
勤　務▶ 3勤1～2休
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、②雇保
勤務先▶ 新千歳空港（千歳市美々）

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶ 清掃業務
時　間▶ ①22:00～翌6:00（実働7h） ※休憩1h 

②22:00～翌1:00（実働3h） 
①②いずれかの固定シフト ※残業なし

給　与▶ 時給1,500円（深夜手当含） ※5～6時/時給1,200円
勤　務▶ 3勤1～2休
待　遇▶ ①社保・雇保、交通費規定支給、制服貸与、受動喫煙

対策有
勤務先▶ 新千歳空港（千歳市美々）

千歳 正 現場責任者、清掃、送迎パ 清掃


