
2021 年 4 月 9 日（金） ちゃんと13

☎46-2221応募
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

ハンバーグ
レストランで

フリーター歓迎!!フリーター歓迎!!

ア ル バ イ ト
正社員登用有正社員登用有

◆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 

※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

【正社員】キッチン同時募集!
★月収15〜23万円 ※経験による ★休日日数は要相談

千歳 ア 店内業務

《共通項目》
時　間▶�8:00～17:00（変動有）
休　日▶��日曜日、盆、GW、年末年始など
待　遇▶��各種社会保険完備、�

市内送迎応談、作業服支給、�
日払いや週払いも可、3ヶ月後面談の上社員登用有

◆一般現場作業員（正社員） ★アルバイトも可
資　格▶経験者優遇、未経験者も応募可
給　与▶�経験者/月給20～30万円  

※未経験者は面談にて

◆重機オペレーター（正社員）
給　与▶�月給25～30万円

◆現場管理者（正社員）
資　格▶�施工管理技士などの有資格者
給　与▶�月給35～40万円

千歳市稲穂1丁目4-5
■とび・土工・舗装・一般土木（般-26）石第21183号

090-7646-0095
☎0123-26-8264

有限会社 ナカガミ

まずはお気軽に
お電話ください

経験や能力に応じて給与優遇有 !!

男女男女問わず問わず募集中!!募集中!!
当社当社でで活躍活躍してみませんかしてみませんか！！

資格取得
応援します !!

★現場管理者
★重機オペレーター ★一般現場作業員

千歳 正 下記参照

一般労働者派遣事業（派01-300285）
千歳市東雲町
1丁目9-6㈱マグナクルー

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

◆野菜の選別（恵庭市島松）
期　間▶即日～10月末
給　与▶時給950円
時　間▶�9:00～17:00�※現場により変動
休　日▶シフト制
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可（無料駐

車場有）、残業手当有

★随時面接致します
【月～金曜】9～18時0120-357-337

080-5729-7602�（土・日曜、祝日）

大歓迎!!大歓迎!!

すぐ働けます!すぐ働けます!

時給950円!

未経験未経験 シニアシニア
の方の方

主婦（夫）主婦（夫）
さんさん

恵庭 派 野菜の選別

仕　事▶アイスクリーム販売、調理補助
給　与▶時給861円
時　間▶�9:00～16:00�

10:00～18:00�
（上記以外の時間も調整可）

勤　務▶ご相談ください。
資　格▶車通勤出来る方
待　遇▶�制服貸与、交通費支給
勤務先▶千歳市泉郷

〒066-0004　千歳市泉郷479番地
担当/小栗

電話連絡の上、 
履歴書お持ちください。

か　　ちゃ

フリーター
学生さん
大歓迎!

フリーターさん大歓迎!

☎29-2888

千歳 ア アイスクリーム販売、調理補助

メニュー、分量、調理方法が決まっているので、
調理ができる方なら大丈夫！

調理と配膳の
お仕事です。

☎0123-24-7787 担当/金子
電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

■ビルメンテナンス�廃棄物収集運搬処理�ハウスクリーニング
千歳市流通
1丁目4番7号

給　与▶時給950円（月額7万円程度）
時　間▶�6:00～9:00、15:00～19:30（7.5h）��
勤　務▶月10日程度�
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与

■千歳市稲穂/サーモンリバーハイツ 
※20名分程度の調理と配膳のお仕事

千歳 パ 厨房業務

千歳・恵庭・他

〒061-1406�恵庭市和光町4丁目7番15号

採用係0120-35-4549

お客様係

衛生知識が身につく!

お気軽にお電話ください。 詳細は面談にて。

仕　事▶��固定のお客様先の家事・�
お手伝いサービス（1回2h以上）

資　格▶��家事が好きな方
給　与▶�時給950円（実稼働時給）
勤務先▶�千歳市・恵庭市・北広島市�

仕　事▶�レンタル商品の交換及び、商品やサービスのお
知らせをするお仕事です。�（荷物はご自宅まで配
送致します。）�※4週に1回お仲間とのミーティ
ングに参加していただきます。�
受け持ち約60～100軒程度�
（実働2～5h程度/1日）

資　格▶�普通自動車免許、人と会うのが好きな方
給　与▶�月20,000～28,000円程度
勤　務▶�週1日コース
勤務先▶�恵庭市内

子育て中のママさんも多数活躍中です!!
自宅から直行直帰スタイルです。

メリーさん（家事スタッフ）
自宅からお客様先へ直行直帰のお仕事です。

ア 下記参照

資　格▶要普免
給　与▶�月給146,500円 

※研修期間約1ヶ月は 
　時給861円

時　間▶�①8:30～19:30（8h）�
②8:30～17:30（6.5h）�
③10:00～19:30（7h）�
　※①②③3交替

休　日▶�月7～8日
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、制服貸与
勤務先▶新千歳空港内連絡通路

新千歳空港内で電動ヘルプカートを
運転し、お客様とお荷物を運ぶ
お仕事です。
普通免許でOK!

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㈱
千歳・苫小牧営業所

【平日/9～18時】
担当/スズキ☎0123-22-1090

�お電話の上、写真付履歴書をお持ちください。

女性が活躍中です♪
千歳 契 電動カートの運転業務

1名募集!1名募集!

未経験の方、大歓迎〜!!
20代から60代まで、幅広い年齢の方が活躍できます！

●まずはお電話ください。その後面接。�
☎0123-25-5684 担当/吉元まで

◆土木、電気工事の現場管理（正社員）
◆重機オペレーター（正社員）
資　格▶ 【現場管理】施工管理資格所有者優遇�

【重機オペレーター】フォークリフト、クレーン、�
車両系建設機械等の資格保有者

給　与▶�月給35～50万円 ※残業手当、資格手当を含む
時　間▶【事務所】9:00～18:30�【現場】7:30～17:00�
休　日▶週1～2日

◆現場スタッフ（契約社員・アルバイト・パート）
★週2日～OK　★2～3ヶ月の短期も可能
仕　事▶��太陽光発電設備の設置・組立作業
資　格▶�要普通免許、経験不問�※経験者優遇
給　与▶��時給1,500円～
時　間▶7:30～17:00（実働8h）
勤　務▶週2～6日程度
休　日▶�希望による

待　遇▶�各社保完備（正社員以外は日数による）、交通費規定支給、車通勤可、送迎有、作業服貸与
勤務先▶�各現場（千歳から送迎）�※道東方面に短期の出張有

千歳市千代田町4丁目14　千歳第一ビル2F
㈱北海道フロンティアエナジー

コロナに負けるな!! 業績好調のため

増員募集

《全体共通項目》

千歳・恵庭・他 正 契 ア パ 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。�

ウェブサイトをチェック!▼

あなたの経験を活かそう!!あなたの経験を活かそう!!

（医）豊友会 

千歳豊友会病院
Chitose Houyukai Hospital

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

スタッフ募集スタッフ募集中!中!

千歳豊友会病院

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

準職員

正職員正職員 準職員準職員透析看護師透析看護師 看護補助者看護補助者

応募はコチラからも
簡単にできます!▶

郵送でも受け付けております♪

Web応募なら
24時間365日応募受付OK!!

千歳 正 透析看護師 準 看護補助者

その他 派 ①コンクリート製品の製造 ②住宅用サッシの製造（a）機械保全(b)検査

が新しくなりました。

これからもみなさまの

｢はたらく｣を応援させて頂きます。

仕　事▶�新ホールオープンにつき、�
広報宣伝活動

資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶時給1,000円
時　間▶��10:00～15:00�※実働4h�※応相談
休　日▶�土日祝
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、�

子育て支援金有（小学校～高校生まで
500円～700円/1日)

勤務先▶�ベルコ千歳シティホール�
（千歳市北信濃871-19）

お電話もしくは写真付履歴書をご郵送ください。

☎0123-26-1163
千歳市北信濃871-19
ベルコ千歳シティホール内株式会社 God-Wind

今秋 向陽台地区に 
｢家族葬ホール｣がオープン予定!!

広報広報
子育て世代を応援!

｢子育て支援金｣あり!

スタッフスタッフ
募集!募集!

（リアン平安閣）

受付/13～18時（月・木以外）

千歳 パ 広報宣伝活動

《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）�

介護職員初任者研修修了以上であれば尚可
給　与▶�月給158,700～164,700円+各種手当 

※試用期間3ヶ月有/月給149,700円
時　間▶��下記①～④のシフト制�

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3回（処遇改善手当＋特定処遇改善
手当含む）、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

施設見学施設見学
受付中受付中

月収例 208,000円～270,800円  （夜勤4回の場合）＋各種手当

月収例 183,700円～205,700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

千歳 正 計画作成担当者兼介護職員、介護職員
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