
2023年3月31日（金）ちゃんと 12

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

扶養内勤務・フルタイム
働き方応相談

学生アルバイト
大歓迎

JR恵庭駅から
無料送迎バス有

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

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ JALファーストクラス及びVIPルーム・JAL専用

検査場をご利用されるお客様の、手荷物検査及び
ボディーチェックをするお仕事です。働きながら
空港保安検定資格を取得可能です!

給　与▶ 入社時基本給/月161,700～171,000円+ 
その他手当　※現場手当10,000円・住宅手当
5,000～10,000円含む

資　格▶ 未経験者歓迎、18歳以上35歳まで 
※若年層キャリア形成のため

〒066-0012  千歳市美々 
新千歳空港内ターミナルアネックスビル2F

まずは写真付履歴書を右記住所までご郵送ください。
※ 4月9日（日）必着。書類審査の上、合格者のみに連絡し 
面接試験等を実施いたします。
※ 送付いただいた履歴書はお返しできません。 
面接日は相談に応じます。

株式会社　ジェイ・エス・エス 札幌営業所
0123-46-2115
spkofc@jss-ltd.co.jp

担当/あやめ
JAL
GROUP

業界大手"JALグループ"で活躍!! 主要な空港を一緒に盛り上げよう★

男女共に活躍できる職場です

先輩たちのほとんどが 
未経験からのスタート☆

千歳 正 空港保安検査スタッフ

時　間▶ 6:30～21:15、6:30～20:00、6:30～14:00 
※実働8～10hのシフト制　※残業月平均20h

休　日▶ 週休2日制（年間休日121日）
待　遇▶ 残業手当、家族手当、資格手当、役職手当、通勤費(上

限36,000円)、昇給年1回、有給休暇制度有、賞与年
2回、退職金、貸付金、研修制度有、制服貸与、日本航
空健康保険組合加入、施設内分煙

勤務先▶新千歳空港

〒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！

千歳 契 清掃スタッフ

■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

認知症高齢者の日常生活支援・介護のお仕事です。

未経験者には丁寧に指導しますので
安心して働けます。
ブランクある方も勿論OKです。

資格取得支援制度有!!

◆ケアスタッフ/パート◆ケアスタッフ/契約社員

◆共通項目

グループホーム向陽台 千歳市白樺2丁目1-1  0123-28-5888 担当/水谷
電話連絡を頂いた後、面接日を決定します。

面接時に写真付履歴書・資格証をお持ちください。

給　与▶ 時給988円（処遇支援手当含む） 
+処遇改善手当3ヶ月後から70円/時

時　間▶ 5h～ ※応相談、休憩は勤務時間により有 
※残業/月0～3ｈ

勤　務▶ 週2日～ ※応相談

給　与▶ 日給7,538円（処遇支援手当含む） 
+処遇改善手当3ヶ月後から600円/日 
夜勤手当5,000円/回

時　間▶ 早番7:30～16:00 
日勤9:00～17:30 
遅番10:30～19:00 
夜勤・明/17:00～翌9:30 
（休憩1h、実働7.5h） ※シフト制 ※残業5～10h

勤　務▶4週8休（月21～22日）

期　間▶初回6ヶ月、以後1年更新
資　格▶無資格・未経験者歓迎、要普通免許
待　遇▶ 労災適用、各社保完備（勤務時間による）、交通費規

定支給(2㎞以上/契約社員上限12,000円、パート
上限10,000円、夜勤回数により上限有)、車通勤可
（無料駐車場有）、処遇改善手当、処遇支援手当、資格
手当、施設内禁煙（別場所に喫煙室有）経験者大歓迎!

千歳 契 パ ケアスタッフ

夜勤専従も 
ご相談ください!

期　間▶半年毎の更新制
仕　事▶ 【お土産店】海産物及び、加工品を扱うお店にてレジ、 

　　　　  商品の陳列・品出し、発送品の梱包、清掃等 
【飲食店】レジ、お刺身や丼などの簡単な盛りつけ、 
　　　　洗い物、清掃等 
※お土産店、飲食店の両方の勤務をお願いする場合有

時　間▶ 8:00～19:00の間で実働4h～　 
※シフトにより休憩有、残業月平均0～3h 
　例/8:00～12:00、12:00～16:00等、 
　　 勤務時間応相談

給　与▶一般/時給1,000円～ 　高校生/時給920円～
勤　務▶週3日～　※応相談
待　遇▶交通費規定支給、従業員割引有、残業手当支給、昇給有、店内禁煙

札幌市北区北9条西3丁目19-1 ノルテプラザ 5F

011-738-6000
0123-46-2103

まずはお電話のうえ、 
写真付履歴書をお持ちください。

島の人新千歳空港店
ゲートラウンジ店

担当/小林又は

札幌
本社

千歳 ア パ 店内業務

時給1,000円!
扶養内勤務 
OK!

勤務開始日 
応相談!

HPはコチラ!

有名コンビニスイーツ製造

未経験者も大歓迎!
★男女ともに活躍中♪ ★未経験者歓迎！

恵庭 正 製造全般

㈱デザートランド北海道工場
恵庭市戸磯201-20

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡
「Ｑ人ナビを見た」とお伝えください！お気軽にお電話を！随時受付♪

応 募 0123-34-0800

正社員募集！
◆洋生菓子の製造全般 
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 製造全般、その他商品の仕分け、出荷作業、製造準備等も有
時　間▶ 基本9:00～18:00(変動有) ※早出、遅出有 

※休憩は1h 残業は月/5～10h
給　与▶ 高校新卒/月給171,730円 

大学新卒、又は25歳以上/月給201,170円 
※残業手当、深夜割増手当（経験・能力等を考慮）別途支給 
※委細面談

休　日▶ 年間120日、月9～10日 ※月の勤務日数による
資　格▶ 未経者験歓迎
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、昇給年1回、有給休暇制度、 

産後休暇、育児休暇、制服貸与、車通勤可、交通費規定支給、 
賞与年2回、退職金制度（勤続5年以上が対象）

千歳 ア パ 販売

販売スタッフ大募集 ! !

仕　事▶ 牛乳・ソフトクリーム等の販売、接客、 
品出し、レジ打ち等

勤務先▶ Milk Stand 北海道興農社 
（新千歳空港国内線ターミナルビル2F）

Milk Stand

仕　事▶ 北海道産ワイン・チーズ等の販売 
（商品の販売・補充・レジ・発送の受付等）

勤務先▶ Wine&Cheese 北海道興農社 
（新千歳空港国内線ターミナルビル2F）

Wine & Cheese

勇払郡安平町早来富岡210-20
受付/平日9:00～17:30
担当/田仲0145-26-2800

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

期　間▶長期
資　格▶ 未経験者・経験者ともに歓迎、フルタイム・土

日勤務できる方歓迎、学生不可
給　与▶ 時給1,000円～ 

(試用期間3ヶ月/時給960円)
勤　務▶ 週3～5日
時　間▶ 7:30～20:30の間で実働7.5h ※休憩1h 

※残業は通常なし、繁忙期は月/10h以内
休　日▶  月8～10日以上 ★希望に応じます！
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、社員割引有、空

港施設内割引有、制服貸与、有給休暇、喫煙所有

共
通
項
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仕　事▶ 新千歳空港内にて、各店舗への荷物の配達
期　間▶ 即日～長期　　
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給1,000円
時　間▶ ①5:30～14:30　※残業月30h程度 

②9:00～18:00　※残業なし 
※実働8h　※出勤時間・勤務時間は応相談

勤　務▶ 週4日～　※応相談
待　遇▶ 各社保完備（勤務による)、受動喫煙対策有、 

交通費規定支給、車通勤可、週払い制度有
勤務先▶新千歳空港/千歳市美々

一般労働者派遣事業（派01-300285）
千歳市東雲町
1丁目9-6㈱マグナクルー

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

0120-357-337
★随時面接致します
【月～金曜】9～18時

080-5729-7602 （土・日曜、祝日）

仕　事▶レストランでのホールスタッフ
期　間▶4月15日～11月5日
資　格▶自力通勤可能な方
給　与▶時給1,700円
時　間▶ 9:00～17:00 

※休憩1h、状況により残業の可能性有
勤　務▶4週8休　シフト制
待　遇▶ 残業手当有、交通費規定支給、 

車通勤可（無料駐車場有）、受動喫煙対策有
勤務先▶苫小牧市美沢

仕　事▶カップ麺のピッキング、搬入作業等
期　間▶長期
資　格▶未経験者歓迎、自力通勤可能な方
給　与▶ 時給1,000円　※18時以降25%UP
時　間▶ 9:00～17:00　※残業の可能性有 

※残業月0～30h程度
勤　務▶月～土 
休　日▶日・祝
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

9:00～17:00給与保障、週払い可（規定
有）、施設内分煙（喫煙スペース有）

勤務先▶千歳市泉沢

千歳・苫小牧 派 配達、ホール、ピッキング・搬入

学生も可！

時給1,700円!

長期安定！

◆ 配達

◆ レストランでのホール

◆ ピッキング・搬入

配達・ホール・ピッキング
スタッフ募集！


