
2021年4月16日（金） ちゃんと11

㈱西洋軒
千歳市千代田町1丁目1-7

☎23-2216電話連絡の上、写真付履歴書を
お持ちください。【担当】岩崎

RESTAURANT

SEIYOKENSEIYOKEN

仕　事▶ まかない作り、洗濯等
資　格▶ 未経験者歓迎、60歳まで 

(定年雇用止めのため) 
※再雇用制度有/65歳まで

給　与▶ 日給6,500～6,700円  
※頑張り次第で昇給有

時　間▶ 8:30～16:30（休憩有）
勤　務▶週2～3日（シフト制 ）
待　遇▶交通費補助有

急募 
2名 炊事係

長く安定して
働けます!

女性
歓迎

扶養内
OK

家庭料理ができればOK！

千歳 パ 炊事係

苫小牧市植苗
577番地1

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

期　間▶ 即日～11月下旬まで
資　格▶ 車通勤可能な方
仕　事▶浴室清掃、施設内清掃
給　与▶  時給950円
時　間▶ 5:30～19:00の間で実働6h  

※シフト制
勤　務▶週3～4日
待　遇▶ 交通費規定支給（上限5万円)、 

制服貸与、有給休暇、従業員食堂有、 
ゴルフプレー優待制度有

未経験者
歓迎!

☎0144-57-5757
担当/ 五ヶ市（ごかいち）・川村

急募！

パートさん募集!!
施設清掃

苫小牧 パ 施設清掃

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

千歳
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

土日勤務できる方大歓迎!!
スタッフ募集

◆生鮮部門 寿司
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　

《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。

☎0123-40-7707
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
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

白い手袋のこと。　　　　
軍手などとは違い、　　　
作業のために使うのでは
なく、誘導する手を目立た
せるために使用する。　　

お仕事で使
う

アレってな
～んだ？ 警

備
員
さ
ん
の 

白
手

医療事務
スタッフ

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

千歳 ア パ 販売

北海道育ちのチーズ・ワインを
はじめとした逸品がたくさん！
おしゃれなセレクトショップ♪
試食・テイスティングできます！

販売スタッフ
仕　事▶ 北海道産ワイン・チーズ等の販売 

（商品の販売・補充・レジ・発送の受付等）
資　格▶ 未経験者・経験者共に歓迎
給　与▶ 時給900円～ 

※試用期間3ヶ月/時給870円
時　間▶ 7:30～16:00、12:00～20:30
休　日▶  月8～10日以上 ★希望に応じます！
待　遇▶  各社保完備、交通費規定支給、車通勤可 

（駐車場代補助有）、制服貸与、昇給有、 
有給休暇、館内社員割引有

勤務先▶ Wine&Cheese 北海道興農社 
（新千歳空港国内線ターミナルビル2F）千歳市美々 新千歳空港国内線ターミナルビル2F

Wine&Cheese 北海道興農社

販売スタッフ募集！
経験者・未経験者ともに歓迎！

☎0145-26-2800
担当/田仲・笠井　【受付】平日 9:00～17:30

まずは、お気軽にお電話ください。
面接は勤務先で行います。

　新千歳空港国際線で清掃の仕事をしていました。
新千歳空港の到着・出発フロア全域、また関連官庁施設内の清掃が主な
仕事です。
　大変だったことは、海外便の到着直後のフロア、トイレの清掃です。
文化・習慣の違いなのか、とにかく汚してくれます。^_^;
良かったと思ったことは、手荷物受取所（バゲージ）の床を清掃していると、
海外から帰省した旅行者から「やっぱり日本はきれいね !」と
言われたことです。
黙々と汚れた床を拭いていたとき、それを見ていた一人の中国系の人から
感謝の声をかけられた時は嬉しかったです。
また、言葉が通じなく、哺乳ビンを持って困っていた
タイ人の女性を、直ぐ授乳室に案内して哺乳ビンにお湯を
入れて立ち去った後に追いかけてきて何度も感謝されま
した。言葉は通じなくとも心のふれあい、心温まる体験が
できたのも空港ならではの体験だと思います。

おシゴト体験記 千歳市/不器用じゃない「ケンさん」

★社宅応談可 ★その他委細面談
給　与▶ 月給250,000～ 

　　300,000円
休　日▶ 週休2日程度 ※シフト制

★その他委細面談
給　与▶ 時給900～1,000円  

※時間帯により変動有
休　日▶週休2～3日 ※シフト制

〒080-0809 帯広市東9条南8丁目2-14履歴書を右記に 
ご郵送ください。合同会社 インシュピルサン

☎0155-29-2151　担当/高橋

駐屯地内での
調理業務

急
募

時　間▶  4:00～18:30の間でシフト制 
例/①4:00～16:00 ②9:00～18:30 
     ③13:00～18:30

待　遇▶ 交通費規定支給、正社員のみ社保完備
勤務先▶安平駐屯地

共
通
項
目

【正社員】調理師 

【パート・アルバイト】配食、調理補助 

（150円）
時給＋早出手当
4～8時まで

25～30万円
月給

安平 正 調理師ア パ 配食、調理補助

仕　事▶ 共用部廊下の掃除機・モップ掛け、 
トイレ清掃、ごみ回収

時　間▶ 7:30～8:30
給　与▶ 時給1,500円
勤　務▶火、金
待　遇▶制服貸与
勤務先▶恵庭市漁町29-1（バス停徒歩3分）

㈱清
せ い  ふ う  ど う

風堂 札幌市東区北16条東1丁目
2-15 グランメールアサヒ1F

採用係☎011-748-6868
まずはお気軽にお電話ください。

オフィスビル
清掃スタッフ募集!

シニア・ 
未経験OK!

週2日
勤務です

恵庭 パ 清掃

パート

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

 

か　　ちゃ
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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

千歳市青葉5丁目6-10　http://www.hotal-web.com

仕　事▶ 客室清掃、備品補充及び 
簡単な軽食調理 

時　間▶ ①9:00～15:00 
②19:00～翌1:00 

給　与▶ 時給900円～ 
※22時以降/時給1,125円～ 
※昇給有 

勤　務▶ 応相談 

0123-40-2077
090-2511-4127

電話の上､写真付履歴書をお持ちください｡ 

担当/
國田

ホ テ ル 　 　 　 　 　 ホ タ ル 全室Wi-Fi
完備

土日のみの方歓迎！

☆40～50代の女性活躍中!

Wワーク
OK

千歳 パ ベットメイク・キッチン

月末・月初手当あり!

山崎製パン㈱札幌工場 〒061-1411 
恵庭市恵南10-1 ☎34-1128

●まずは、お気軽にお電話ください。
受付/9～18時
人事採用 担当まで

給　与▶ 昼勤/時給900円 夜勤/時給1,000円  
※22～翌5時は深夜時給1,250円 
★月末月初手当あり！ 
　（実働6h以上の方が対象。合計6日間、最大6,000円） 
　毎月末3日間と毎月初めの3日間は、 
　1日出勤ごとに1,000円支給

資　格▶ 未経験者歓迎 ※食品衛生上マニキュア・付け
爪・ひげは禁止、貴金属類の着用不可

待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場完備）、勤務日に
パンのお土産有、当社製品社内販売有、格安食堂完備
（パン食は無料）、制服貸与、近郊エリア無料送迎バス有

仕　事▶ パン・和洋菓子・弁当等の製造補助および仕分け 
（ベルトコンベアを利用した仕上げ・盛り付け等   
 のライン作業） 

期　間▶ 即日～5月10日 
★期間中の1日だけでもOK！ 
★ フリーシフトでお好きな期間働けます！ 
例）土日祝休みもOK！ 
　  土日のみの勤務もOK♪

時　間▶ 昼勤/9:00～18:00（休憩1h）、14：00～18:00 
夜勤/19:00～翌4:00（休憩1h） 　 
※生産量に応じ、2h程度の残業の可能性有

★中央バス｢山崎製パン札幌工場前｣から徒歩5分

GW 短期
アルバイトに向け

募
集

★JR恵庭駅から無料送迎バスあり！　★パートも同時募集！ 興味のある方はお問合せください。

※実働6h以上の方が対象
※月初/1～3日　月末/28～30日又は29～31日

+6,000円
1日出勤毎に

+1,000円 ▶
1ヶ月で最大

★ 主婦（夫）さん、学生さん、 
フリーターさん大歓迎♪

★ フリーシフトです!! 
期間中1日だけでもOK!

即日～5/10
期間後の長期勤務OK!

★GW中だけの勤務もOK！
恵庭 ア パン・和洋菓子・弁当等の製造補助および仕分け

■花苗生産・販売

担当/桑山☎33-8062
 電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

小さいお子さんがいても大丈夫!
勤務日・時間ご相談に応じます♪

30～50代活躍中！

恵庭市中央525番地
（桑山農園）

◆農作業員
仕　事▶花・野菜苗物出荷作業
給　与▶ 時給900円～ 

※試用期間1週間有
時　間▶ 8:00～17:00の間で実働4～8h 

①8:00 or 8:30～17:00 
　※8時と17時の送迎応相談 
②8:00 or 8:30～12:00  
③13:00～17:00 
★時間・休日など応相談

◆ドライバー兼作業員
給　与▶時給1,000円～
時　間▶ 8:00～17:00
《共通項目》
資　格▶ 要普免、マイカー通勤できる方
期　間▶ 即日～（要相談）
休　日▶週1日以上
待　遇▶ 労災保険、雇用保険、精勤・皆勤手当（20日以上）、

繁忙期手当

恵庭 パ 農作業員、ドライバー兼作業員


