
2021 年 4 月 9 日（金） ちゃんと11

千歳市釜加135番地（勤務先）

☎22-5371 担当/松谷

坂本造園株式会社

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

期　間▶即日～6月
仕　事▶�ハウス内での花苗の手入れと出荷作業
資　格▶�未経験者歓迎、経験者優遇、車通勤できる方
給　与▶�土曜/時給1,000円 

日曜・祝日/時給1,100円
時　間▶�8:00～17:00
勤　務▶土日祝

正社員も募集中!! ★未経験者・経験者歓迎！

土日祝土日祝のみののみのオシゴト！オシゴト！
千歳 ア パ 花苗生産・作業スタッフ

勤務先▶千歳乃湯�えん（千歳市真々地3丁目）
仕　事▶浴場、脱衣所等の清掃及びボイラーの簡単な操作
資　格▶車通勤可、未経験者歓迎
時　間▶�5:30～9:00��

※実働3.5h（時々0.5hの早出有）
給　与▶時給900円
勤　務▶週3日～（シフト制）�※年中無休
待　遇▶労災保険、交通費規定支給

清掃員清掃員
募集!!募集!!

日本管財サービス株式会社
〒066-0015　千歳市青葉8丁目3番1号

担当/高倉☎0123-24-0800
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡

60代の方60代の方
活躍中!活躍中!

千歳 パ 清掃

恵庭市黄金南7丁目18-1ハードオフ恵庭店
【受付/10～18時】

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎39-3370

仕　事▶�販売・買取業務全般
資　格▶�未経験者歓迎、高校生不可、土日勤務できる方歓迎
時　間▶��9:15～20:15の間でシフト制�※応相談
勤　務▶週3～5日程度
給　与▶�時給870円〜 ※研修期間2ヶ月程度/時給865円
待　遇▶�各社保完備（勤務時間による）、昇給有、�

交通費規定支給、車通勤可、社員登用制度有�

未経験・フリーター歓迎!! 短時間でもOKです♪
スタッフ募集

《経験・知識不要》家電・楽器・オーディオ好きの方大歓迎!!
キャリアパス制度で、習熟度に合わせて昇給します!!

恵庭 ア パ 店内業務

仕　事▶�土木現場での作業
給　与▶�月給250,000〜380,000円
資　格▶�要普通免許、経験者優遇、未経験者歓迎
時　間▶�8:00～17:00
休　日▶�日曜日、その他
待　遇▶�各社保完備、制服貸与、�

賞与有、資格取得支援制度有
勤務先▶�千歳市近郊

土木作業 正社員募集!

千歳市みどり台
北1丁目4番6号

【受付/9～17時】
担当/桜井

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-4195
㈱ヒロトミ建設

千歳 正 土木作業員

【千歳市美々】荷物の仕分け
期　間▶�即日～長期
資　格▶�土日勤務できる方歓迎、�

自力通勤できる方
給　与▶�時給1,000円  

※22時以降/時給1,250円
時　間▶�20:00～24:00（実働4h程度）
勤　務▶週2日～�★WワークOK
待　遇▶�労災保険、週払い可、車通勤可、�

無料駐車場完備、服装自由

服装自由!!服装自由!!
1,0001,000円円

★WワークもOK！ ★週2日〜OK!!

時
給

有限会社 ロジスパワー

まずはお電話ください。
写真付履歴書を持って面接にお越しください。

☎26-3570☎26-3570
080-5729-7602080-5729-7602（土日祝/千葉）

【受付/月～金�9時～18時】

千歳市東雲町
1丁目9-6

千歳 ア 荷物の仕分け

給　与▶�時給861円
勤　務▶週3日～�※応相談
時　間▶�13:00（12:00）～17:00
待　遇▶�雇用保険有（勤務時間による）、制服貸与、

車通勤可、マスク支給

恵庭市黄金北1丁目12-6恵庭黄金北店

☎0123-34-5529応
募

担当/
小川

コンビニ 
店員募集
★土日休めます!休日希望伺います!
★自動釣銭機のため、初心者でも
　カンタンに使えます♪

未経験者歓迎〜主婦（夫）層
に人気の時間帯です♪

恵庭 ア パ 店内業務全般

医療事務医療事務
スタッフスタッフ急募

仕　事▶�休日夜間急病施設での外来受付・データ入力・�
会計業務

資　格▶�経験不問、64歳以下（省令1）、医療事務経験者優遇
時　間▶�①18:30～22:00�②13:30～22:00��

③8:30～17:00�④17:00～22:00��
⑤22:00～翌8:00

勤　務▶�（a）週40h�※①～⑤シフト制、�
（b）週4日程度（週30h未満）�※①～④シフト制

給　与▶ 時給900〜1,300円 ※経験等により決定
待　遇▶�各社保完備、制服貸与、昇給有、車通勤可（無料駐車

場有）、交通費実費支給（上限月2.5万円）
勤務先▶�千歳市内医療施設（千歳市東雲町）

株式会社 医療保険経理研究所
〒085-0051 北海道釧路市光陽町2-11

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。
★現地面接可能。その他相談可。 

☎0154-22-0005
http://iryouhoken.co.jp/

千歳 パ 医療事務スタッフ

希望の店舗に電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

給　与▶�［一般］時給871円
時　間▶�①13:00～17:00（応相談）�

②17:00～21:00（学生可）

◆青果

給　与▶�［一般・学生］時給871円
時　間▶8:30～13:00（応相談）

◆食肉

給　与▶�［一般］時給881円
時　間▶①7:00～12:00�②17:00～21:00（学生可）

◆デリカ

アルバイトアルバイト
パートパート

スタッフ募集!スタッフ募集!

一緒に
働こう!

㈱ラルズ  札幌市中央区南13条西11丁目2-32

●制服貸与  ●交通費規定支給  ●車通勤可
応募 ☎23-7667 [担当]店長

千歳市勇舞
8丁目1-1長都店長都店

web応募

千歳 ア パ 下記参照

正社員とパートの募集です♪
《全職種共通項目》
休　日▶�日曜・木曜、月1回金曜日の午前中休み有�

★木曜日は訪問診療日（訪問診療がない場合は休日）
待　遇▶�雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、�

交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

■歯科衛生士
資　格▶歯科衛生士免許保持者、未経験者可
給　与▶[正]月給220,000円 [パ]時給1,300円
時　間▶［パ］①10:00～13:00�②15:00～20:00�※応相談
■歯科助手
資　格▶高卒以上、未経験者可
給　与▶[正]月給170,000円 [パ]時給1,000円
時　間▶�［パ］①10:00～13:00�②15:00～20:00�※応相談
■受付・事務
資　格▶高卒以上、未経験者可
給　与▶[正]月給170,000円 [パ]時給1,000円
時　間▶�［パ］①15:00～20:00�②17:00～20:00�※応相談

歯科衛生士歯科衛生士
募集歯科助手歯科助手

受付・事務受付・事務

《正社員共通項目》
時　間▶�10:00～20:00（実働8h）��

※変形労働時間制採用

《全職種》成績により
毎月報奨金有

（上限30,000円）

〒061-1409 恵庭市黄金南7丁目9-9 

下記住所まで写真付履歴書をご郵送ください。
追って面接日時等をお知らせします。

☎0123-33-9944

恵庭 正 パ 歯科衛生士、歯科助手、受付・事務
給　与▶時給1,000円〜
時　間▶�8:20～17:20�※実働8h
休　日▶��土･日曜�※長期連休有

恵
庭
市

住宅の窓の組み立て

カンタン組立作業カンタン組立作業1,000円〜1,000円〜
時給

資　格▶不問、未経験者歓迎
給　与▶時給1,000円〜
時　間▶6:00～19:00�※実働5～8h
休　日▶シフト制

安
平
町

ゴルフ場レストランホール

4〜11月頃まで4〜11月頃まで1,000円〜1,000円〜
時給

給　与▶時給1,250〜1,563円
時　間▶��①8:00～17:15�②16:00～翌1:15�

※2交替制�※実働8h
休　日▶�シフト制�※週休2日

恵
庭
市

断熱材の原料のブレンド作業

資格取得支援制度有資格取得支援制度有1,250円〜1,250円〜
時給

資　格▶不問、未経験者歓迎
給　与▶時給1,100円〜
時　間▶�8:30～17:30�※実働7.75h
休　日▶�土･日曜

安
平
町

倉庫内の出荷補助

土日お休み土日お休み1,100円〜1,100円〜
時給

まずはお電話ください！

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）、
週払いOK（規定有）

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

《共通項目》�

★�3日払い・週払いOK！
★�即シフト入り・即勤務もOK！
※規定有

オススメ
今週の
ホットスタッフ苫小牧

55 案
件

その他お仕事多数！ 登録のみも大歓迎♪ 給　与▶時給1,000円〜
時　間▶8:20～17:35�※実働8h
休　日▶�日曜�※週休2日�※長期連休有

木材の仕分け・加工

髪色自由髪色自由1,000円〜1,000円〜
時給安

平
町

恵庭・安平 派 下記参照

資格を活かそう！

[パート/清掃]千歳科学技術大学（千歳市美々）
給　与▶時給950円〜
時　間▶7:00～10:30�※実働3.5h�
休　日▶土・日曜、祝日、他�※学校スケジュールによる
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、�

週20h以上勤務は雇用保険加入
[パート/清掃]ザ・ノースカントリーGC（千歳市蘭越） 
★季節雇用/4月下旬〜11月下旬
給　与▶�時給950〜1,000円
時　間▶�10:00～19:00位まで（実働3.5h～8h）
勤　務▶�週3日～（応相談）
待　遇▶制服貸与、交通費規定支給

[契約/用務員]千歳市内小学校用務業務（千歳市清流）
給　与▶�月156,000円〜（諸手当込）
時　間▶7:30～16:00（実働7.5h）
休　日▶土日祝、他（学校行事により変動有）
待　遇▶社保完備、交通費規定支給、制服貸与

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

入社後すぐ使える入社後すぐ使える 特別有休制度特別有休制度 ありあり

[正社員/設備]千歳市民病院（千歳市北光2丁目1-1）
資　格▶�1級ボイラー技士（実務経験あれば2級ボイラー技士も

可）、乙種第4類危険物取扱者�※電気工事士あれば尚可
給　与▶�月給200,000円〜（諸手当を含む）
時　間▶�①8:30～17:00�②17:00～翌8:00�※①②シフト制
休　日▶�週2日以上
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、制服貸与

応募 ☎0123-24-☎0123-24-37713771 090-9753-1491
平日 土日祝

用務員設備 清掃正社員 契約 パート

一生懸命働ける方一生懸命働ける方大歓迎!!大歓迎!!
春の増員募集

千歳 正 設備契 用務員パ 清掃

賞与年2回有 各種手当有

雰囲気が気になる方は、HPをご覧ください♪

介護職員等特定処遇改善加算手当
60,000円（偶数月支給）

�介護福祉士の有資格者で介護職員として
勤続10年以上の方対象で、更に

仕　事▶�入居者の介護、生活介助、生活部門の清掃・整理等
資　格▶�介護福祉士（実務経験5年以上）
時　間▶�①7:00～16:00�②8:00～17:00�③9:30～18:30�

④10:00～19:00�※①～④は休憩1h�
⑤17:30～翌9:30（休憩2h）

給　与▶�月165,000〜238,500円+夜勤手当 
※資格手当・処遇改善手当込 ※年齢・経験に応じ支給

休　日▶�週休2日制�※年間休日120日
待　遇▶�各社保完備、賞与年2回（3.4ヶ月分）、扶養手当、住宅手

当（規程による）、寒冷地手当（11月～3月）、有給休暇、
交通費規程支給、車通勤可（駐車場無料）、昇給年1回

勤務先▶�暢寿園（千歳市富丘2丁目7-5)�
 お気軽に下記までお問い合わせください。

社会福祉法人

千歳福祉会
〒066-0066
千歳市大和4丁目
2番1号

☎0123-49-6805☎0123-49-6805
採用担当/中尾�（受付/9:30～17:30）

［正職員］介護職員

特別養護老人ホーム 
やまとの里 準介護員も募集中!

男女男女問わず問わず
幅広い年齢層幅広い年齢層がが
活躍中!!活躍中!!

千歳 正 介護職員

5月
単月
もOK

5月・6月の
2ヶ月

★
時
間
・
給
与

面接会に
お越しください！

【持ち物】・写真付き履歴書
・黒ボールペン

●�各回とも開始時間の5分前までに会場へお越しください。�

千歳市泉沢1007-206千歳ベース 担当/越川（こしかわ）☎0123-48-3812☎0123-48-3812

◆宅急便仕分け
仕　事▶�ⓐ宅急便・メール便などの仕分け�

ⓑ運転助手�ⓒ検問など
資　格▶�未経験者・フリーター大歓迎、学生歓迎、�

高校生不可
給　与▶�表参照
時　間▶表参照
勤　務▶�週3日～�※応相談
待　遇▶�ヘルメット貸与、安全靴貸与、送迎バス有、�

車通勤可（送迎バスエリア外・時間外の場合
交通費支給有）

宅急便宅急便 仕分けスタッフ募集!!
※�今回の募集は、高校生の方は対象外です。�
ご了承ください。学生さん、主婦（夫）さん、フリーターさん、みんな大歓迎!!

末
広
大
通

幼
稚
園

駅
大
通

JR千歳駅
千歳ステーション

プラザ
千歳郵便局

鉄北通

中央大通←札幌 苫小牧→

交番

送迎バス乗り場MAP

土4/10 ❶16:00〜
❷18:00〜

恵庭
市民会館

❶10:00〜
❷14:00〜
❸19:00〜

千歳
ベース 4/11日 ❶16:00〜

❷18:00〜
恵庭

市民会館
❶10:00〜
❷14:00〜
❸19:00〜

千歳
ベース

 千歳ベースで日中開催の面接会には、千歳駅裏（スノーショップ駐車場前）の送迎バスをご利用可能です。（10時開催→9:12発、14時開催→13:12発）

勤務時間 送迎 時給
❶ 19:30〜23:00（実働3.5h） 千歳・恵庭 950円 22時以降/1,188円

❷ 19:30〜翌4:00（実働7.5h、休憩1h） 千歳・恵庭 970円 22時以降/1,213円

❸ 21:00〜翌1:00（実働4h） - 1,000円 22時以降/1,250円

❹ 21:00〜翌4:00（実働6h、休憩1h） - 970円 22時以降/1,213円

❺ 23:00〜翌4:00（実働4h、休憩1h） 千歳・恵庭 1,213円

千歳 ア 宅急便等仕分け作業


	11_q03

