
2021 年 3 月 12 日（金）ちゃんと 10

正 トラックドライバー、助手

北広島市希望ヶ丘1丁目2-3 ★恵庭方面より車で10〜15分総合物流企業 ㈱道南エース

❶店舗への家具や日用品の配送
給　与▶ 2t/月24万円～  

4t/月26万円～ 
 大型/月29万円～

休　日▶ 日曜、他シフト制 

❷ドライバー/ 店舗へのトイレットペーパー・
ティッシュ等日用品の配送

　助手/ 荷物の積込み、積み下ろし等の 
ドライバーの助手

給　与▶ 2t/月22万円～  
2t助手/月20万円～

休　日▶ 完全週休2日制 
（シフト制、希望休OK）

資　格▶ 未経験者歓迎、高卒以上、大型免許
（①のみ）、中型免許、増トン/中型・
大型・中型限定解除のいずれか

時　間▶ 7:30～16:30（残業有）  
※当社運行規定により多少変動有

待　遇▶ 社保完備、車通勤可、制服貸与、資格
取得制度、他

勤務先▶ 北広島市内、近郊

共
通
項
目

お気軽にお電話ください！

☎011-377-7288
080-4079-5991担当/松岡

※土日祝も受付中

雰囲気のよい職場で働きたい方へ！雰囲気のよい職場で働きたい方へ！

女性も
活躍中！

未経験者
大歓迎！

増員増員募集募集
正社員トラックドライバー・助手正社員トラックドライバー・助手

長期長期
安定安定

異業種異業種からの からの 

転職転職もも歓迎!歓迎!

まずは電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

資　格▶ 看護師資格
給　与▶ 月給190,000円～＋各種手当 

★賞与年2回（6月・12月）  
★処遇改善手当Ⅰ 年1回支給

時　間▶ 平日/8:15～17:15　 
土曜/9:15～18:15 
※上記の時間で週40h勤務のシフト制

休　日▶ 4週6休（日祝他、隔週土曜）、年末年始 
※年間休日105日

待　遇▶交通費規定支給、各社保完備、退職金共済
訪問･見学訪問･見学
大歓迎！大歓迎！

☎☎2929--33113311

千歳市みどり台南2丁目12-6
【受付/9～17時】

担当/小原 恵庭市桜町3丁目9-1

☎34-0708
【受付/9～17時】

担当/小原

★臨時職員も同時募集 時給1,200円!!

看護師看護師
募募集集!!!!

正 看護師

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

《北海道異業種チャレンジ奨励金》対象企業です。 
★対象の方に道より奨励金30万円支給

◆介護職員（正職員）
仕　事▶ グループホーム入居者の生活援助 
資　格▶  未経験者歓迎（資格取得支援制度有）
給　与▶時給950～985円＋各種手当
時　間▶  ①7:30～16:30 ②8:30～17:30 

③10:00～19:00 
④17:00～翌9:00（休憩90分）

休　日▶ 4週8休（シフト制） 

見学してからの応募もOK！
まずはお気軽にお電話ください。

☎☎0123-40-77070123-40-7707
朝日ベストライフ株式会社札幌市白石区

北郷1条3丁目1-55

認知症対応型共同生活介護

仕　事▶計画作成業務および介護業務全般
資　格▶ 介護支援専門員（ケアマネージャー） 

認知症高齢者の介護経験3年以上
給　与▶ 月給188,000～240,800円+各種手当 

※試用期間3ヶ月有/月給178,400円～
時　間▶ 下記①～④のシフト制 

①7:30～16:30 ②8:30～17:30 
③10:00～19:30 
④17:00～翌9:00（休憩90分、月4～5回）

休　日▶4週8休（シフト制） 、夏季休暇

◆計画作成担当者兼介護職員（正職員）スタッフ
募集!!

やさしさを持ってケアできる方をお待ちしています。

●ブランクのある方も、子育て中の方も歓迎♪
●�未経験者から経験豊富な方まで�
幅広く採用中！

《
共
通
項
目
》

［担当］
堀江

待　遇▶    各社保完備、昇給有・賞与年2回有（勤続2年目以降）、 
交通費規定支給、車通勤可、会社保養所有、資格手当

勤務先▶ グループホームあさひの家千歳 
（千歳市北陽5丁目4-8）

ウェブサイトリニューアルしました！
https://asahibestlife.jp

月収例

月収例

施設見学施設見学
受付中受付中

206,000円～268,800円（夜勤4回の場合）＋各種手当

187,420円～199,496円（夜勤5回の場合）＋各種手当

★パートも同時募集!! 週2日～勤務応相談

シフト応相談
処遇改善手当支給

退職金共済

特定処遇改善加算手当支給

正 計画作成担当者兼介護職員、介護職員

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。

給　与▶ 月200,000円以上  
※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100分）  
※月曜は若干の残業があります。

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

編集・記者編集・記者
募集募集

☎0123-27-0911

〒066-0073 千歳市北斗4丁目13-20

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

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」を下記住所に郵送してください。 
書類選考の上ご連絡致します。

応
募

写真が好き

「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。

男女男女ともにともに
活躍できます！活躍できます！

好奇心旺盛な方にピッタリ♪

正 編集・記者

〒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　

恵庭市戸磯201-20

◆アルバイト
時　間▶ ①7:00～11:00 ②9:00～18:00  

③12:00～17:00 ④17:00～22:00
給　与▶ ①④時給1,050円 ②時給970円 ③時給940円
勤　務▶ 月12～15日 ※年中無休のため、シフト制です。 

※②は土日のみの勤務OK
◆パート
時　間▶ ①9:00～18:00 ②12:00～17:00 

③12:00～21:00
給　与▶ ①③時給970円 ②時給940円 
休　日▶ ①③月8～9日 ②月12～15日 

※年中無休のため、シフト制です。
給　与▶土日勤務又は定休希望の方は時給920円
仕　事▶ 洋生菓子の製造全般 

（商品の仕分け・出荷作業、製造準備等も有）
資　格▶ 未経験者歓迎
待　遇▶ 昇給年1回、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、他当

社規定による、各社保完備(勤務時間による)、有給休暇

共
通
項
目

土日のみの
勤務もOK

㈱デザートランド
北海道工場

電話連絡の上､写真付履歴書持参｡「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☎0123-34-0800

有名コンビニスイーツ製造しています！

★★男女男女ともにともに活躍中♪活躍中♪
★★未経験者未経験者歓迎！歓迎！

がが時給時給
アップ!!アップ!!

全時間帯全時間帯
で50円で50円

.PNG .AI

やる気やる気もも

アップ!!アップ!!

アパ 工場スタッフ

資　格▶ 幼稚園教諭免許または保育士免許
給　与▶時給1,160円
時　間▶  15:30～19:15
勤　務▶ 週3日～OK
休　日▶日・祝、年末年始
待　遇▶ 雇用保険、労災保険、交通費規定支給、車通勤可

恵庭市南島松
27番地

未経験者歓迎！ 扶養内勤務OK♪未経験者歓迎！ 扶養内勤務OK♪

アソカ学園 島松幼稚園

あずかり保育あずかり保育
スタッフスタッフ募集募集

ま ず は お 気 軽 に お 電 話 く だ さ い 。

☎0123-36-6655
担当/高坂　受付/平日9～17時

パ あずかり保育スタッフ

時給
1,160円

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

◆送迎ドライバー
資　格▶ 年齢不問、大型免許または 

中型免許（限定解除）保持者
給　与▶ 時給861円～ ★昇給有
時　間▶ ①6:00～14:30 

②14:30～22:00
勤　務▶週1～5日程度（シフト制、応相談）
待　遇▶ 労災保険有、昇給有、車通勤可、交通費規定支給

千歳市美々
2187-2アイシーパーキング

☎011-398-9471☎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!!

旅行者旅行者のの送迎送迎しませんか!!しませんか!!
年齢不問

ア 送迎ドライバー

勤務先▶ JR新千歳空港駅
仕　事▶ 駅舎内全般の清掃 

（男女・多目的トイレ含む）、 
ゴミの収集・分別、他

時　間▶ ①8:50～12:50（実働4h） 
②12:50～19:50（実働6h、休憩1h） 
※①②シフト制

給　与▶時給875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

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

女性女性
活躍中！活躍中！

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

駅舎駅舎清掃清掃スタッフスタッフ募
集

☎0123-45-7160 080-2877-3015

パ 清掃

千歳市青葉5丁目6-10

20〜50代、幅広い年代層が元気に活躍中!
勤務日数応相談!　WワークOK♪

ホテル サブリナホテル サブリナ

まずお問合せください!まずお問合せください!

お気軽に
お電話ください♪☎26-7730

◆客室清掃・備品補充等
給　与▶ 時給870円 ★昇給有
時　間▶ 土日/8:00～17:00 

祝日/9:00～17:00
勤　務▶ 土日祝
待　遇▶ 車通勤可、エプロン貸与、労災保険有、 

雇用保険有（条件有）、昇給有

気になった方は…、気になった方は…、
パ 下記参照

Qua ity & Discount

365恵庭店
恵庭市黄金南
6丁目10番地4

まずはお電話でお問い合わせください。
後日面接日をご相談させていただきます。 

担当/採用係☎39-5555

◆レジ《学生歓迎》
時　間▶ ①16:00～21:00 

②17:00～22:00
給　与▶時給881～931円
勤　務▶ 日数・休日応相談
待　遇▶ 有給休暇、制服貸与、 

雇用保険、交通費規定支給

日数・休日応相談！
アパ レジ

＼仕事探すなら／

み
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