
2023年3月31日（金）ちゃんと 16

・JR恵庭駅からの送迎有 ・扶養内勤務も可

お気軽にお電話ください。 担当/遠山・福森

仕　事▶ チケット販売、園内の案内、売店レジ､清掃など
期　間▶ 4月17日～10月末
給　与▶ 時給950円～  

※4～10月、土、日、祝は＋50円に時給アップ
時　間▶ ①9:00～17:30 

　(季節により6～8h、変動有、休憩は規定による） 
②9:00～14:00 
③12:00～17:30 
※状況により残業の場合有

勤　務▶ 週2～5日程度、シフト制
待　遇▶ 車通勤可、JR恵庭駅発の無料送迎バス有、

交通費規定支給、制服貸与、社割有、社会保
険加入可、有給休暇（6ヶ月以上勤務者）、70
歳定年制、園内禁煙

受付/9:30～17:00
0123-34-7800

㈱アレフ銀河庭園 恵庭市牧場277-4

恵庭 パ チケット販売、園内の案内、売店レジ､清掃

パセオすみよし店

レジスタッフ若干名募集!!

レジアルバイト・パート

期　間▶3ヶ月更新
時　間▶ 17:00～21:00(実働4h)
給　与▶ 一般/時給945円  

※試採用期間3ヶ月/時給920円～ 
★日曜・祝日は時給+30円 
学生/時給920円

勤　務▶週5日 
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

有給休暇、共済会、施設内禁煙

千歳市住吉4丁目14-11

パセオ
すみよし店

42-5511
電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

担当/浅野

学生さん大歓迎!

千歳 ア パ レジ

コース管理スタッフ
  増員決定!

るるまっぷパークゴルフコース
〒061-1356　恵庭市西島松275

【受付/8～17時】
担当/大藤

まずはお気軽にお電話ください。

期　間▶ 4月～11月
仕　事▶ パークゴルフコースの芝生の整備等
資　格▶ 経験者優遇、自力通勤可能な方
給　与▶ 月200,000円
時　間▶ 8:00～17:00　※実働8h 

※休憩1h、状況により 
　早出・残業の場合有

休　日▶ 日曜、他シフト制（隔週で週休2日）
待　遇▶ 雇用・労災保険、受動喫煙対策有

恵庭 契 コース管理

090-6268-9628

急募急募
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ ①箱折り作業  

②封筒作り（発送用、スタンプ押し） 
③製品のシール貼り作業 
④PCによるネット販売の登録、梱包、 
　発送業務 
⑤レザークラフト加工

資　格▶ 障がい者手帳、受給者証をお持ちの方 
（手帳をお持ちでない方もご相談ください。）

給　与▶ 工賃/1日950円
時　間▶10:00～14:00 ※応相談
勤　務▶ 月～金 ※応相談
待　遇▶ 無料送迎有、食事有（自己負担/100円）、余

暇活動有、施設内禁煙

就労支援B型事業所　ジョブタス千歳勇舞事業所
千歳市勇舞6丁目7番地2 ◆事業所番号/0111100905

まずはお気軽に 
お電話ください。 0123-29-4980

全て送迎いたします!
千歳・恵庭・安平・長沼

千歳 他 製作他

月1日、週1日～ 
対応します!

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 調理業務全般、 

後にメニュー開発、 
原価管理、発注管理等

資　格▶調理師免許取得者
時　間▶ 7:00～17:00、10:00～19:00  

※状況により延長の場合有
給　与▶ 月給25～30万円　 

※試用期間2ヶ月/時給1,100～1,200円
勤　務▶シフト制
待　遇▶ 社会保険、厚生年金、(試用期間終了後）、 

交通費支給、賞与年2回（6ヶ月勤務後）、 
退職金制度有、受動喫煙対策有

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ご案内・オーダー取り・配膳・下げ膳・レジ等
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・学生（高校生可）・シニア歓迎
時　間▶ 【一般・学生】土日祝/11:00～19:30の間で4h～ 

【学生】平日/17:00～19:30　 
※状況により延長の場合有

勤　務▶週2～5日で希望日数ご相談ください。
給　与▶【一般】時給950円～　【高校生】時給930円～
待　遇▶ 各社保完備、交通費実費支給、賞与有（実績による）、

食事手当支給、勤務実績により有給休暇有、昇給有、 
受動喫煙対策有

ホール【ア・パ】 ★学生アルバイトも大歓迎

調理員【正社員】

千歳市美々
新千歳空港ターミナルビル3Fレストランユック 新千歳空港店

担当 
田中0123-46-5830

千歳 正 調理員ア パ ホール

資格を生かして 
一緒に頑張って 
みませんか!!

日祝勤務で
時給＋100円 高校生

OK！

＼仕事探すなら／

0123-22-1090
まずはお電話ください。後日面接を行います。

【平日/9～18時】　担当/スズキ

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶病院内での日常清掃
給　与▶時給950円
時　間▶ ①6:30～10:30　※実働4h 

②13:00～17:00  ※実働4h 
③17:30～20:00  ※実働2.5h 
※選択可　※状況により残業の場合有

勤　務▶週2日～
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、車通

勤可、制服貸与、有給休暇、敷地内禁煙
勤務先▶千歳市北光

〒066-0027 千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F

北海道東急ビルマネジメント(株)
千歳・苫小牧営業所

千歳 パ 清掃

清掃員さん
募
集

千歳・恵庭

期　間▶雇用期間の定めなし
時　間▶ 月・火・水曜日/9:00～17:00

の間（作業内容によって変動有、
応相談）　※休憩30分 
木・金曜日/1地域、2h程度～

給　与▶ 時給950円　　
勤　務▶ 週4～5日 ※応相談
資　格▶ 年齢不問、車通勤できる方
待　遇▶ 社会保険なし、交通費規定支給、 

敷地内禁煙　※委細面談にて 

パ 業務スタッフ

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

木

金
300軒程度で、配布地域はその都度変わります。
※詳細は面接の際にご説明いたします！

　　　　  の配布

水 チラシの折込、梱包

火

月 折込チラシの
仕分けや
チラシの荷受け

一
週
間
の
主
な
流
れ

0123-27-0911

仕　事▶ 外観検査及び事務作業

仕　事▶ 売上集計、販売管理、他雑務・補助
資　格▶基本的なPC操作（word、Excel）可能な方

《共通項目》
期　間▶ 3ヶ月更新
時　間▶ 8:30～17:00 ※休憩1.25h、残業月10h程度
給　与▶時給1,300円
休　日▶土日、他
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通勤可（P完備）、 

制服貸与、社員登用有、喫煙所有
勤務先▶恵庭市戸磯

0120-095-350スピード北海道株式会社
一般労働者派遣事業（派01-300425）　有料職業紹介事業（01-ユ-300238） https://speed-hokkaido.jp/

函館市新川町1-24
R4TM新川町 5F

恵庭 派 検査・事務、営業管理事務

期　間▶ ［正］通年雇用 ［契］2023年4月～
休　日▶ ［正］当社就業規則による（年間98日） 

［契］週1～3日程度 ※応相談
時　間▶ 6:30～19:00の間で早番遅番シフト制 

※職種により若干変動します。  
※残業なし

待　遇▶ 有給休暇有、各社保完備、制服貸与、収入調
整扶養範囲内OK、交通費規定支給（片道
45kmまで）、勤務終了後ゴルフ練習・プ
レー可、受動喫煙対策有

みなさまからのご応募お待ちしております。

北海道クラシックゴルフクラブ 勇払郡安平町早来富岡406 ●新千歳空港より車で約15分

電話連絡の上、面接時に履歴書をお持ちください。
仕事内容、勤務等、お気軽にお問合せください。

担当/原田・水田
0145-22-4101

●お問合せメールアドレス tharada@classicgolf.jp

北海道クラシックゴルフクラブ

スタッフ募集2023 
年度
キャンピングカーレンタル事業等、新規事業拡大

北海道クラシックゴルフクラブは、日本のゴルフコースランキングで常にベスト１０に
入り、北海道ではナンバーワンにランクされる日本屈指のゴルフクラブです。未経験者
の応募大歓迎です。ホスピタリティあふれる方のご応募をお待ちしております。

《共通項目》

仕　事▶  受付・精算業務、ショップ販売、電話対応他
給　与▶時給1,200円～

扶養内応相談契約 フロントスタッフ

仕　事▶キャディ勤怠管理、コース巡回、カート整備他
給　与▶時給1,200円～

契約 マスター室

仕　事▶ゴルフ場の運営業務全般
給　与▶月給190,000～330,000円

正社員 ゴルフ場運営スタッフ

仕　事▶ コース内の芝刈り、車両系の運転操作等
給　与▶ 【正】月給220,000～300,000円 

【契】 時給1,200円～

正・契 コース管理スタッフ
仕　事▶ ゴルフプレーのサポート 

※1シーズンの出勤率は8割以上、 
　安定した仕事量があります。

給　与▶ ラウンド給9,800～11,000円 
※追加ラウンド手当/2,000円 
※研修期間/時給920円 
※交通費別途実費支給 
※クローズ後特例一時金（失業保険）有

時　間▶ 7:00～18:00の間 ※1ラウンド6h程度

契約 キャディ

経験者優遇

安平 正 契コース管理、ホール正 運営業務契フロント、マスター室、調理補助、キャディ

仕　事▶オーダー受付、配膳等のホール業務
給　与▶  【正】月給190,000円～ 

 【契】時給1,200円～

レストランホールスタッフ正・契

扶養内応相談

収入例

通常ラウンド/9,800円×24ラウンド＝235,200円
２ラウンド/ （9,800円＋2,000円）×5ラウンド 

＝59,000円
小計/月294,200円
〈年額〉　206万～262万円

〈月額〉 ※月収例は一例であり保証する
ものではありません。

未経験者歓迎

仕　事▶サラダの盛り付け、炊飯、食器洗浄等
給　与▶ 時給1,050円～

調理補助契約

ユニフォーム

ずかん

はたらくみんなの

［撥水・撥油加工］…水分・油性の汚れをはじく。
［退色加工］…塩素系漂白剤による色あせを防止。
［制電加工］…チリやホコリの付着を防ぐ。

スーパー・コンビニ カフェ・レストラン 保育園・幼稚園

配色・柄

機能性

どんなユニフォームにも合わせやすいように、無地
で汚れが目立ちにくい濃い配色のものが多いです。

ペン、小物、携帯端末などの持ち運びを考慮し、
ポケットのサイズや位置を設計しています。

業務用は
機能もスゴイ！

事で使うエプロンは「プロ仕様」！
機能性に特化したポリエステル混率の高い

ものが多く使われています。耐久性が高く、頻繁に
洗濯・クリーニングしても劣化しにくいです。他に
様々な機能を付加しているものもあります。

仕

・カラフルなプリントやナチュラルテイスト
 など、おしゃれなデザインがたくさん♪

家庭用エプロンの特徴

・耐久性が高くない綿素材が多い

ちなみに

-着用する職場の例-

販売
その他


