
2021年2月19日（金）ちゃんと 10

アルバイト

☎46-2221応募

◆ホールスタッフ　◆キッチン補助
資　格▶�未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶��時給861～1,100円�

※高校生/時給861円～�
※試用期間1～3ヶ月有/時給861円

時　間▶10:30～20:30の間でシフト制
休　日▶�シフト制、応相談
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、昇給有、�

制服貸与、正社員登用制度有

かまど円山�新千歳空港店
千歳市美々新千歳空港ターミナルビル3F

担当/さいとう

ア 店内業務
ハンバーグ
レストランで

パ 食器洗浄スタッフ

期　間▶�3/10～3/21頃
給　与▶時給861円
時　間▶�10:00～19:00��

※実働4～8hの間で応相談

急募!!
短期間のアルバイトです

学生服の販売･接客、商品管理のお仕事♪

〒061-1413　恵庭市本町125番地

電話受付時間�10～19時
☎32-2125 担当/店長電話連絡の上

随時面接

ア 学生服の販売・接客

仕　事▶��病院の夜間受付業務
期　間▶有期契約（6ヶ月）�※更新有
給　与▶��時給900円�※22時～翌5時は深夜割増有�
時　間▶�①17:15～翌8:45（実働8.5h）�

②8:45～17:15（実働7.5h）�
③17:15～翌11:45（実働11.5h）�
④20:15～翌8:45（実働6.5h）�
⑤8:45～翌8:45（実働14.5h）

勤　務▶�週2～3回、シフト制
待　遇▶�労災・雇用保険加入、車通勤可（無料駐車場有）�
勤務先▶�千歳市東雲町1丁目11番

札幌市中央区南1条
西7丁目12�都市ビル2F�

☎011-271-5038
北光管理サービス

【受付/平日9～18時】��担当/西田
株式
会社

未経験者歓迎!未経験者歓迎!

面接は現地
で行います。

パ 病院の夜間受付

医）住吉歯科医院千歳市住吉3丁目14-14千歳市住吉3丁目14-14

給　与▶時給1,200円～
時　間▶�①9:30～13:00�

②15:00～19:00（応相談）
勤　務▶週1日以上
休　日▶�日曜、祝日、お盆、年末年始
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、車通勤可

http://sumi-dc.net/

歯科衛生士歯科衛生士 1名急募1名急募
［アルバイト］歯科衛生士

採用係☎23-7005応募

ア 歯科衛生士

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
☎0123-24-3771応募 （平日のみ）

�入社後すぐに使える�入社後すぐに使える特別有休制度特別有休制度あり!!あり!!

清掃スタッフ清掃スタッフ

未経験者大歓迎
男性活躍中!!

◆千歳市役所（千歳市東雲町）
給　与▶時給870円～
時　間▶6:00～14:30��※実働6.5h��※休憩2h
休　日▶土･日曜、祝日
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、制服貸与

パート

パ 清掃

こんなこんな
資格資格

あった
んだ！

あった
んだ！

知って知って
トクトクす

るする

聴く事を中心に高齢者とのコミュニケーション能
力を得て､心のケアをする資格。
傾聴とは､耳と目と心でしっかりと聴き､相手の心
に寄り添うことです。
不安やストレスを和
らげることができる
ため､介護や医療の現
場で活躍できます。
また､普段の生活でも
役立つので､コミュニ
ケーションに苦手意
識がある方にもオス
スメです。

高齢者傾聴
スペシャリスト

話を聴き、話を聴き、
心のケア！心のケア！

Qua ity & Discount

千歳市北陽1丁目2-1フードD365千歳店
担当/加々谷☎27-5370

電話連絡の上、写真付履歴書をご持参ください。

土日勤務できる方大歓迎!!
スタッフ募集

◆レジ部門◆レジ部門
◆生鮮部門◆生鮮部門 精肉 鮮魚 青果 寿司

【共通項目】
給　与▶�時給881円　　　時　間▶�8:00～13:00
勤　務▶週4日以上で応相談
待　遇▶�雇用保険（勤務時間により加入）、�

有給休暇、制服貸与

パ 店内業務　

産休に伴う募集です。

★土日祝休み  ★お盆・年末年始休み

一般事務募集!
期　間▶�3/11～翌3月末頃�

（産休するスタッフが復帰するまでの雇用です。）
仕　事▶�請求書処理・発行・伝票データのチェック�

(パソコン使用)、電話応対、来客応対等�
(お茶出し含む)

資　格▶�高卒以上、パソコン(Excel・Word)基本操
作可能な方、未経験者歓迎、事務経験や請
求業務の経験あれば尚可

時　間▶�9:00～17:30�※休憩1h
給　与▶�時給865円
休　日▶�土日祝(完全週休2日制)、GW、お盆、�

年末年始、有給休暇
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可

千歳市北信濃776-11�※㈱白生舎様敷地内に事務所があります。
㈱サニクリーン北海道 千歳営業所

☎0123-24-3200 担当/猿田

応募まずはお気軽にお電話ください。
面接の際には、写真付き履歴書をご持参ください。

アパ 一般事務

皆様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

北海道クラシックゴルフクラブ

未経験者未経験者
歓迎です!歓迎です!

スタッフ募集スタッフ募集
正社員 期間社員

2021年度

勇払郡安平町早来富岡406

期　間▶�2021年4月～11月中旬
休　日▶�［正］当社就業規則による�［期］月5～10日程度（ポーターは15日程度）
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。
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、勤務終了後ゴルフ練習・プレー可

●新千歳空港より車で約15分

電話連絡の上、面接時に履歴書を持参ください。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

仕　事▶�運営業務全般
給　与▶�［正］月給180,000～330,000円�

［期］時給1,200円～

正・期 ゴルフ場運営スタッフ

仕　事▶調理全般（和洋中）
給　与▶�［正］月給280,000円～�

［期］時給1,500円～または月給280,000円～

正・期 調理師

仕　事▶�コース内芝刈り、車両系の運転操作、�
造園業務他

給　与▶�［正］月給208,800円～�
［期］時給1,100円～

正･期 コース管理スタッフ
仕　事▶��ゴルフバッグの受け渡し接客、ゴルフボールの�

回収、清掃他
給　与▶�時給1,000円～

期間社員 ポーター

仕　事▶クラブハウス内の清掃、風呂清掃他
給　与▶�時給1,000円～

期間社員 ハウスメンテ

仕　事▶��受付・精算業務、�
ショップ販売、電話対応他

給　与▶�［正］月給180,000～240,000円�
［期］時給1,200円～

扶養内応相談

正・期 フロント事務

正・期 レストランホール
仕　事▶��注文受付、�

配膳等のホール業務
給　与▶�［正］月給180,000～240,000円�

［期］時給1,050円～

扶養内応相談

丁寧な指導で、
初めてでも安心！

仕　事▶コース案内、ゴルフクラブの受渡し等
給　与▶�ラウンド給8,500円～

期間社員 キャディ

未経験者歓迎

経験者優遇

スタッフ参加のゴルフコンペの様子です♪

みんなみんな
なかよし♪なかよし♪

共
通
項
目

正期 下記参照

〒066-0034 千歳市富丘1丁目618-6  
医療法人社団 豊友会 千歳豊友会病院 人事担当宛☎24-4191☎24-4191

◎電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。�
https://www.foryou-hp.or.jpウェブサイト▶

（医）豊友会 

千歳豊友会病院
Chitose Houyukai Hospital

仕　事▶��病棟における看護補助業務�
看護師の補助や患者さんのお世話
等を行います。介護士や看護師等を
目指す土台となる経験を積むこと
ができます。

資　格▶��無資格でも可
給　与▶��時給1,100円　�

夜勤1勤務/22,000円�
資格手当（介護福祉士）/6,000円�
その他手当年2回有（夏・冬）

時　間▶��当院規定による
勤　務▶�2交替シフト制、早出・遅出有

正職員

準職員

透析看護師

看護補助者

仕　事▶��透析患者の看護業務
資　格▶��正看護師
給　与▶��基本給/�

�月216,000円～292,000円�
＋職務手当20,000円�
★賞与年2回（6・12月）

時　間▶�①8:30～17:15　�
②10:00～18:45�
③8:00～16:45

勤　務▶�シフト制（4週8休+祝日）

《共通項目》
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

透析看護師透析看護師
看護補助者看護補助者
スタッフスタッフ
募集中!募集中!

正職員正職員

準職員準職員

★�理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の�
いずれか資格保持者

【同時募集】リハビリスタッフ
Web応募も出来ます!

千歳豊友会病院

あなたの経験、あなたの経験、
活かしませんか？活かしませんか？

♥♥

正 透析看護師　準 看護補助者　

時　間▶�①9:00～13:00�②13:00～17:00�
③17:00～21:00�※実働4h、シフト制

勤　務▶�週3～5日
給　与▶�時給886円�★日曜・祝日は時給+100円��

※試採用期間4ヶ月/時給861円

レジ（サポート） パート

時　間▶�①7:15～11:15�or�8:00～12:00�
②12:00～16:00�※①②シフト制

勤　務▶�週5日
給　与▶�時給886円+職務加給30円�

★日曜・祝日は時給+30円�
※試採用期間4ヶ月/時給861円

デリカ担当 ★1日4時間からOKパート

向陽台店

向陽台店

千歳市
白樺2-3

☎28-3511☎28-3511応募 担当/佐藤

スタッフ募集!!スタッフ募集!!

《共通項目》
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、有給休暇、共済会

★��学生大歓迎!!
高校生もOK

時　間▶17:00～21:00
勤　務▶�週3～5日
給　与▶�時給861円

レジ兼品出し アルバイト

アパ 下記参照

仕　事▶�建設現場内の片付け、清掃、及び運搬等
の軽作業

資　格▶�未経験者歓迎、経験者優遇、�
要普通免許(AT限定不可）

給　与▶日給8,000円～　※経験者優遇
時　間▶��8:00～17:00　�

※残業の場合有
勤　務▶�週3日程度　�

★土日出勤できる方歓迎

千歳市住吉
1丁目4-11

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-49-2041
正和建設株式会社

担当/野原

・未経験者歓迎!

元気な方大歓迎!

・20~60代、元気に活躍中!

・誰にでもできる簡単作業♪

軽作業員軽作業員
募集!募集! WワークWワーク

OK!OK!

ア 軽作業員

給与保証あり！
半年間月25万円!!

道がわからなくても大丈夫！
無線とGPSで道案内します！

普通免許でOK!!
二種免許養成します。

千歳市信濃1丁目8番14号
千歳北交ハイヤー㈱

北交ハイヤー
道内最大のネットワーク

◎短時間や扶養内勤務の働き方もあります。ご相談ください。

資　格▶�要普免（運転経験3年以上）�★AT限定可
時　間▶�［朝］①5:00～14:30�②7:30～17:00�

［夕・夜］①17:00～翌2:30�②20:00～翌5:30�
※［朝］［夕・夜］選択制�※いずれも実働6.5h、休憩3h

勤　務▶�4週6休��
※4勤1休→4勤1休→3勤1休のシフト制

給　与▶�歩合給制�
★二種免許取得後半年間は給与保証有/月25万円�
※二種免許養成期間/日給5,000円

待　遇▶�各社保完備、制服貸与、車通勤OK（無料駐車場
有）、支度金30万円支給（規定有）、給与保証制度
有（半年間）、他

当社なら当社なら安心してスタート安心してスタートできます!!できます!!未経験未経験
からでも安心！からでも安心！

募
集
募
集
!!!!

異職種
からの
�転職OK！

タ
ク
シ
ー

タ
ク
シ
ー
乗
務
員

乗
務
員

正 タクシー乗務員

☎23-4145応募 ［担当］松口・渡辺
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