
2021 年 3 月 5 日（金）ちゃんと 10

株式
会社

清掃スタッフ募集!!清掃スタッフ募集!!
未経験者もシニアも歓迎♪
◆日常清掃スタッフ
給　与▶�時給880円
時　間▶��①7:00～16:00（実働7h/休憩2h）�

②7:00～10:00（実働3h）�
③7:00～10:30（実働3.5h）�
※①～③シフト制

勤　務▶�週3～6日　※希望日数応相談�
★日曜日はお休みです

待　遇▶�労災保険、雇用・社保完備（法定通り）、�
交通費規定支給、制服貸与

勤務先▶千歳市東雲町1丁目11番
まずはお電話ください。面接は千歳で行います。

札幌市中央区南1条
西7丁目12�都市ビル2F�

平日9～18時
担当/西田☎011-271-5038応募

北光管理サービス

パ 日常清掃スタッフ

880円
時給

年齢不問!!年齢不問!!急募!急募!
仕　事▶�①入浴、食事介助等�

②レクリエーション補助、体操、ゲーム等のホール業務
時　間▶�①9:15～13:15�②12:30～16:30�

※1日6hの勤務も可
給　与▶時給870円〜+処遇改善手当
資　格▶�未経験者歓迎、有資格者大歓迎、�

土曜日出勤できる方歓迎
休　日▶�日曜、祝日
待　遇▶�労災保険、雇用保険（20時間以上勤務の場合）、�

処遇改善加算有、有給休暇制度有（入社3ヶ月後か
ら）、交通費規定支給

�介護職員�★①②お仕事お選びください！

〒066-0078
千歳市勇舞2丁目7-8 

勇舞デイサービス
まごころの湯くれいん
●まずはお気軽にお電話ください！ 受付/9〜18時  担当/伊藤

☎21-8477

定年された方定年された方も歓迎!!も歓迎!!
介護職員募集!!介護職員募集!!

080-3384-9431

1〜2名1〜2名
募集募集

アパ 介護職員
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＼仕事探すなら／

仕　事▶�事務処理全般・巡回点検・修繕工事（立合い管理）・
テナント管理（対応）、簡易的な営繕・作業等。�
その他付随業務有。

給　与▶�月給165,000円〜
時　間▶�①8:00～17:00�②11:30～20:30�

※①②シフト制（実働7.25h）
勤　務▶�シフト制（月22～24日）
待　遇▶�正社員登用有、交通費規定支給、各社保完備、�

制服貸与、試用期間2ヶ月（同条件）
勤務先▶千歳市千代田町7丁目1789

千歳市柏台南1丁目3番1（千歳アルカディア・プラザ4F）�

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎011-271-1749【札幌事業部】
担当/佐藤

千歳営業所

スキルアップスキルアップできるお仕事です!できるお仕事です!
複合施設複合施設のの総合管理総合管理スタッフスタッフ

男性男性
活躍中!!活躍中!!

契約
社員

契 管理スタッフ

仕　事▶�中古車の洗浄ラインでのシートや�仕　事▶�中古車の洗浄ラインでのシートや�
ボディ洗浄、加修作業等ボディ洗浄、加修作業等

勤務先▶�トヨタカローラ札幌㈱総合物流センター
休　日▶�日曜・祝日、他シフト制（月7～10日）�

★GW・お盆・年末年始の長期連休有�
　（年間所定休日108日）

時　間▶�9:00～17:00
給　与▶�時給920円〜 

（月22日勤務の場合、月収141,680円以上可能）
資　格▶�要普通自動車運転免許（運転経験1年以上）
待　遇▶�交通費当社規定支給、社会保険完備、作業服

貸与、有給休暇制度有、能力に応じて昇給有

恵庭市北柏木町3丁目73

まずはお気軽にお電話ください。面接日時をお知らせします。
写真付履歴書をお持ちください。

トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター

担当/
佐藤・傳法(デンポウ)☎0123-47-8000

中古車中古車のの洗浄ライン洗浄ライン
作業スタッフ作業スタッフ

男女ともに
活躍中!!

◆40〜50代も活躍中!! 
◆マイカー通勤可能！
◆お休み充実　◆昇給有

契 洗浄ライン作業スタッフ

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

★パートも同時募集中!!

児童指導員児童指導員

〒066-0041�千歳市清水町4丁目8番1号�シェルヴィル205

【正社員】児童指導員
仕　事▶小学生・中学生・高校生の児童指導員
資　格▶�年齢不問、保育士、教員免許、介護福祉士初任者研修
給　与▶ 月給150,000〜215,000円  

※資格による
時　間▶�12:00～18:30��

※休校日は8:30～17:00
休　日▶日曜を含む週休2日�※年間123日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

駐車場無料、試用期間6ヶ月有

障がい児デイサービスセンター障がい児デイサービスセンター

ブン･ブン･ブンブン･ブン･ブン･･ハウスハウス

☎26-8188090-6874-9973
�電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください｡担当/本田

小学生〜高校生（定員10名）小学生〜高校生（定員10名）

正社員
2名募集 20〜60代20〜60代 活躍しています！活躍しています！

の方がの方が

正 児童指導員

詳細はWebで!

仕　事▶�製品の目視チェック･箱詰め、�
ハンディターミナルで書類発行、原料の供給･補充

給　与▶�時給1,100〜1,375円　
時　間▶�①8:00～17:00（実働8h）��

②16:00～翌1:00（実働7h）��
③24:00～翌8:00（実働8h）�
※3交代制勤務�※残業20h程度

休　日▶土･日曜

まずはお電話ください！
0120-116-377 苫小牧市旭町3丁目7-6グランドール旭町1F

労働者派遣事業 （派）01-301336 有料職業紹介事業 01-ユ-300541

㈱ホットスタッフ苫小牧

待　遇▶�各社保完備、制服貸与、退職金有、交通費実費支給（上限有）、3日払い･週払いOK（規定有）共通項目

あなたのお仕事さがしを本気で応援します!!
小物車部品の製造補助千歳市

仕　事▶�［千歳］商品の荷卸し・在庫管理、�
　　　倉庫内ピッキング・トラックへの積み込み�
［恵庭］農業機械のタイヤ等の取付補助･�
　　　部品の管理･製品の入出庫�
※千歳･恵庭ともに重量物あり（20kg程度）

資　格▶フォークリフト資格（カウンターかリーチの実務経験必須）
給　与▶��［千歳］時給1,250円　［恵庭］時給1,200円
時　間▶�［千歳］①8:00～17:00�②9:00～18:00�

［恵庭］8:00～17:00
休　日▶土･日曜、祝日

倉庫内リフト作業千歳市
◎重量物なし♪　◎未経験歓迎♪
◎土日お休みでプライベートも充実♪

仕　事▶�工場内での原材料の準備＆投入、その他付随業務�
※材料（10～25㎏）を持ち上げる作業有

資　格▶�フォークリフト･玉掛け･クレーン免許があれば尚可�
給　与▶�時給1,250〜1,563円　
時　間▶�①8:00～17:15�②16:00～翌1:15�

※1週間交代
勤　務▶週5日�※シフト制

断熱材の原料のブレンド作業恵庭市
◎社員途用あり♪　◎資格取得制度あり♪

仕　事▶�タッチパネルの操作、小さな部品をピンセット
でスライドガラスに移動

給　与▶�時給1,000〜1,250円　
時　間▶�①8:30～17:30(実働8h)�

②17:00～翌2:00(実働8h)�
※残業月10～20h程度

休　日▶土･日曜

半導体の製造オペレーター恵庭市

恵庭市

◎クリーンルーム内でのお仕事なので快適♪

北海道を北海道を
元気に!!元気に!!

派 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

準職員 看護補助者
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 透析看護師
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

あなたの経験、活かしませんか？

Web応募も出来ます!

千歳豊友会病院

正 透析看護師　準 看護補助者　

北海道東急ビルマネジメント㈱

〒066-0027�千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7�1F
千歳・苫小牧営業所

☎0123-22-1090
電話連絡の上、後日面接を行います。電話連絡の上、後日面接を行います。担当/スズキ

勤務先▶�学校法人鶴岡学園�文教大学附属幼稚園�
（恵庭市漁町394番地）

仕　事▶幼稚園バスの運転手
資　格▶�中型免許、大型1種又は大型2種免許必須、�

未経験者可、子供好きの方歓迎
給　与▶�時給1,000円
時　間▶�①7:30～10:00�②13:30～16:00�

※①②の間拘束なし
勤　務▶�基本週5日（月曜～金曜）
休　日▶�土･日曜、祝日、GW、春休み、夏休み、冬休み、他�

※園の行事予定カレンダーによる
待　遇▶�各種社会保険完備、�

交通費規定支給（上限8,000円迄/月）、�
有給休暇、健康診断（年1回）、無料駐車場有

プライベート時間が取りやすい環境です☆長期休みあり長期休みあり

幼稚園バス運転手幼稚園バス運転手
丁寧な研修あり!!丁寧な研修あり!!

未経験未経験でもでも大丈夫大丈夫★★

契 幼稚園バス運転手

ゴルフ場で働くのは初めて…そんなあなたも、ご安心ください!!
当社ならではの3つのサポート3つのサポートでばっちり!!�働きやすい環境です！

《全職共通項目》　資　格▶�車通勤可能な方　★キャディ職は入社後2年間送迎有

キャディさん大募集〜!!パート

期間社員

入社後2年間
送迎あり!!

ノース・つくし保育園
利用可能!!

企業主導型保育施設なので、お迎え時
間の心配をせずに仕事できます♬

【千歳在住の方限定】
車がなくても通勤できます！

ゴルフのことがわからなくても大丈夫!!�毎年優秀なキャディさんが育っている職場です。

「ノーススノーランド・イン千歳」のスタッフとして、冬季も働けます!!
≪12月下旬〜翌3月上旬≫当社運営の冬のアクティビティ施設

就学前のお子さんを子育て中の方、応援します！
短時間の勤務で高収入も可能です！

【期間社員】ポーター
期　間▶�2021年4月上旬～11月中旬
給　与�▶ 時給900〜1,050円
時　間▶�6:00～19:00の間で実働7h�

（シフト制）

【期間社員】コース管理
期　間▶�2021年3月中旬～11月中旬
給　与�▶ 時給900〜1,100円
時　間▶��6:00～17:00の間で実働6～8h�

（シフト制）

［期間社員・パート］キャディ
期　間▶��2021年4月上旬～11月中旬�

★12月下旬～翌3月上旬は「ノーススノーランド・イン千歳」のスタッフとして勤
務可能！

資　格▶�未経験者大歓迎、経験者優遇
給　与▶�［期］日給8,500〜10,500円　★月収見込約25〜35万円（手当含む）�

［パ］日給8,000〜10,000円　★月収見込約17万円（手当含む）
時　間▶�［期］7:00～19:00の間で実働6.5h（シフト制）　�

　　★毎月約32ラウンド�
［パ］営業時間の中で実働5h（シフト制）�
　　※シフトの目安…8:00～13:00、9:00～14:00、11:00～16:00��
　　★毎月約20ラウンド

休　日▶�［期］4週4休　［パ］週2日以上　※いずれも土日祝の勤務有
待　遇▶�［期のみ］各種保険加入制度完備、有給休暇制度完備、慰労金制度完備（12月上旬

40,000～120,000円支給）、正社員への登用有��
［共通］交通費規定支給

休　日▶4週6休（シフト制）
待　遇▶�各種保険加入制度完備、有給休暇制度完備、慰労金制度完備（12月上旬

支給）、契約社員への登用有、交通費規定支給

運営/学校法人つくし学園
事業区分/企業主導型保育施設（認可外）
保育対象者/1歳（6ヶ月経過後）〜就学前までの児童
児童定員数/19名、内従業員枠12名
開園日/月〜日曜日の週7日
開園時間/保育標準時間 7:00〜18:00
　　　　  延長保育時間18:00〜19:00

ノース・つくし保育園ノース・つくし保育園

1

3

2

期間社員
共通項目

セガサミーゴルフエンタテインメント株式会社
当社はセガサミーグループの北海道におけるリゾート事業を推進する会社です。
https://www.the-north.co.jpザ・ノースカントリーゴルフクラブ
千歳市蘭越26番地�（支笏湖通り沿い�※千歳市内から車で5分）

☎0123-27-2266☎0123-27-2266 担当/佐藤
�電話連絡の上、面接時に写真付履歴書をお持ちください。

未経験者大歓迎！経験者は優遇します。こちらも募集中！
【正社員】営業･マネージャー（管理職）候補
期　間▶2021年4月1日～�※応相談
仕　事▶�集客営業、営業企画、販売促進、イベント企画(4月～11月:会員制ゴルフクラブ、12月～3月:スノーランド)
資　格▶��専門学校・短大卒以上、車通勤可能な方、サービス業等での営業経験者、若しくは、営業企画・販売促進業務経験者
給　与▶��月給200,000円〜280,000円（経験による）　※試用期間3ヶ月有（月給170,000円〜）
時　間▶6:00～20:00の間で実働8h（シフト制）
休　日▶4週6休
待　遇▶�各種手当有（転居手当：60,000円�※初任給時のみ）、各種保険加入制度有、賞与年2回、昇給年1回、退職金制度有、有給休暇制度有、�

交通費規定支給

男性も
OK!

正 営業･マネージャー（管理職）候補　期パ キャディ　期 コース管理、ポーター
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