
2021 年 4 月 30 日（金） ちゃんと13

ホホーールル

北広島市島松49-5 札幌国際カントリークラブ島松コース内

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。《連休明けの面接OK》

☎011-376-3347
北海道フードマネジメント㈱

担当/佐藤

ス
タ
ッ
フ

ス
タ
ッ
フ
未経験者未経験者
歓迎!!歓迎!!

仕　事▶ ゴルフ場の食堂での接客、配膳、 
片付けなどのホール業務

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許（通勤用）
給　与▶ 時給950円～
時　間▶ 6:00～18:00の間で実働4～5h ※応相談
休　日▶シフト制 ※応相談
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可、制服貸与
勤務先▶札幌国際カントリークラブ 島松コース

北広島 パ ホール

仕　事▶ トラックの荷おろし作業
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇、学生可（高校生も可)
給　与▶日給4,000円
時　間▶  8:30～11:30　※残業なし
休　日▶ 日・祝、他　※ご希望伺います。
勤　務▶ 週1日～OK
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、週払い可
勤務先▶恵庭市戸磯

札幌市北区北27条
西3丁目1-8 

まずはお電話ください。出張面接も可。※5/2～5/5はお休みです。

合同
会社グローバルアシスト
☎011-717-6200 担当/大槻

恵庭 ア 荷おろし作業

荷おろし作業員募集!荷おろし作業員募集!

WワークWワーク
OK! OK! 

★1日3時間 日給4,000円!
★週1日~OK! ★学生可!

恵庭 パ 浴場管理

浴場管理浴場管理
スタッフ募集!スタッフ募集!

恵庭市戸磯恵庭市戸磯
397-2397-2えにわ温泉 ほのか

担当/のぶなり☎32-2615応募

給　与▶ 時給861円
時　間▶ 日/19:00～23:30 

月・火/19:00～23:00
勤　務▶日、月、火
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、車通勤可

（無料駐車場有）、制服貸与、従業員割
引有（一緒に来店した家族も対象）、仕
事終わりの温泉入浴無料、深夜割引有

パ
ー
ト

仕　事▶ 倉庫内でのフォークリフト作業
資　格▶ 深夜勤務があるため18歳以上、

高卒以上、フォークリフト免許 
※フォークリフト経験あれば尚可

給　与▶月172,200～195,300円+各種手当有
時　間▶ 8:00～16:30、20:30～翌5:00
休　日▶ シフト制、会社カレンダーによる  

※年間休日115日
待　遇▶ 各社保完備、昇給有（年1回）、賞与有（年2回）、 

交通費支給、車通勤可、制服貸与、時間外勤務手当、深夜
勤務手当、交替制勤務手当、次世代育成手当（条件有）

フォークリフト作業員募集!正社員登用制度有フォークリフト作業員募集!正社員登用制度有

〒066-0075 千歳市北信濃857

 写真付履歴書を送付してください。 http://www.toyo-mebius.com

☎24-2030

東洋製罐グループ企業で働きませんか?東洋製罐グループ企業で働きませんか?

千歳 契 フォークリフト作業員

★JR恵庭駅直結！通勤に便利です♪

〒060-0063 
札幌市中央区南3条西2丁目1-1
H&Bプラザビル6F 

電話連絡の上、写真付き履歴書を郵送ください。 

☎011-207-1066
廣仁会 

医療法人社団 廣仁会 パート

担当/小室

恵庭駅皮膚科クリニック恵庭駅皮膚科クリニック
勤務先▶恵庭市相生町1丁目8-1 いざりえ3F
仕　事▶クリニックでの清掃
資　格▶未経験者歓迎
時　間▶ 9:00～11:00 ※8:00～10:00などの時間も相談に応じます。
給　与▶時給900円
休　日▶木・日、祝日、お盆、年末年始
待　遇▶車通勤可（無料駐車場有）、交通費規定支給

医療法人社団

恵庭 パ 清掃

勤務先▶ JR島松駅～JR恵庭駅、JR新千歳空港駅
仕　事▶ 駅舎内全般の清掃 

（男女・バリアフリートイレ含む）、ゴミの収集・分別、他
時　間▶ 現場による 

例/JR新千歳空港駅の場合 
　 ①8:50～12:50（実働4h） 
　 ②12:50～19:50（実働6h、休憩1h） ※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

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

☎0123-45-7160 080-2877-3015

駅舎清掃駅舎清掃スタッフスタッフ
募集!募集!★女性活躍中!★女性活躍中! ★勤務先多数!★勤務先多数!

千歳・恵庭 パ 清掃

資　格▶ 普通自動車免許、介護福祉士又は介護職員初任者
研修修了（旧ヘルパー2級）以上

給　与▶ 週5日勤務/時給1,260円～ 
週4日勤務/時給1,200円～ 
※いずれも処遇改善手当を含む 
★業績により年2回一時金を支給 ★昇給制度あり

時　間▶規定による
勤　務▶ 週４～5日（応相談） ※シフト制
待　遇▶ 介護福祉士手当、労災保険、通勤・車両借上手当

★�有給を取得しやすい職場です。
★�未経験の方でも同行しますので大丈夫です。

★�ご自宅を訪問し､買い物･掃除･移動等を行います。

〒061-1446　恵庭市末広町125番地1

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

ホームヘルパー募集!

担当/笹川まずは
お電話ください。

時間相談時間相談
できます♪できます♪

☎0123-33-1120

恵庭 パ 訪問介護員

資　格▶ 年齢不問、シルバー世代歓迎、週3日以上勤務出来る方
仕　事▶ 料理の補充、食器片付けなど 

誰にでもすぐに覚えられる仕事です。
給　与▶ 時給900円 

※研修期間有（実働14日間/時給861円）
時　間▶ 5:00～9:30
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場有）、

制服貸与、希望休日取得可

アルバイト
パート

勤務開始日応相談 シルバー世代歓迎

朝食バイキング朝食バイキング
スタッフスタッフ

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちいただくかご郵送ください。

担当/ 尾田☎0123-26-1155
千歳市千代田町
6丁目1番地千歳エアポートホテル

希望休み希望休み
取得可取得可

千歳 ア パ 調理

清掃管理責任者募集

☎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

仕　事▶ 管理業務（品質、スケジュール・シフト調整、 
報告書等作成、送迎）、清掃業務

給　与▶月給202,000円～
時　間▶ 8:00～17:00、13:00～22:00　※シフト制  
勤　務▶3勤1～2休 
待　遇▶ 家族手当10,000円/1名、交通費規定支給、 

社保・雇保、賞与年2回、燃料手当年2回

■新千歳空港（千歳市美々）

正 社 員
千歳 正 清掃･管理

お客様に喜びを届ける
お仕事です。

3名3名
募集募集

期　間▶ 5月中旬頃～長期　★今回は長期の募集です
仕　事▶ 通信販売のメール対応
資　格▶ 不問、Word・Excel経験者歓迎
給　与▶ 時給900円

メール返信のお仕事です

●まずはお気軽にお電話ください。 

☎0123-48-2800☎0123-48-2800

初 心 者 大 歓 迎 ! !初 心 者 大 歓 迎 ! !

ケイシイシイ株式
会社 千歳市泉沢1007-111

ダイレクトマーケティング部

●フルタイムでの勤務が可能な方歓迎!組織拡大に向け

時　間▶ 9:00～18:00の間でシフト制、応相談
休　日▶ 月9～10日 ※時期により変動有
勤　務▶ 週3～5日
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、 

交通費規定支給、車通勤可、送迎有（千歳駅）
【受付/9～17時 担当/吉田】

千歳駅から
送迎有!

千歳 ア パ 受注･問い合わせ対応事務

〒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♪

ウェブ応募なら
24時間365日応募受付OK!!

千歳 正 透析看護師 準 看護補助者

共通項目
待　遇▶ 交通費実費支給、 

各種保険完備

㈱ヒューマンインプリンク 千歳支社
一般労働者派遣事業/派01-300271 
有料職業紹介事業/01-ユ-300107 千歳市柏台南1丁目3-1☎0123-25-3221☎0123-25-3221まずはお気軽に

お電話ください♪

★主婦（夫）の方や女性活躍中!! ★手先の器用な人求む！
給　与▶時給1,000円
勤　務▶週4～5日 ※応相談
休　日▶土･日曜、祝日
時　間▶9:00～15:00 ※実働5h

★ 早朝からのお仕事を探している方にオススメ♪
給　与▶時給1,000円
休　日▶日曜、他 ※シフト制
時　間▶6:30～15:30

光ファイバーの検査補助千歳市 冷凍パスタ製造補助恵庭市

千歳市 自動車部品の目視検査
★人気の座り仕事です！ ★時間帯により送迎有♪
給　与▶時給1,000円
休　日▶土･日曜
時　間▶ ①8:00～17:00 ②13:00～22:00の間で実働4～8h 

※①②選択可 ※①のみ自宅付近まで送迎有

千歳市 ドーナツ製造スタッフ
★ 体力に自信のある方大歓迎です！
給　与▶時給1,438円
勤　務▶週4日程度 
休　日▶シフト制
時　間▶ 22:00～翌3:00 ※実働5h

ゴールデンウィークお仕事特集！4/29〜5/5のGW期間もご予約受付中!!

他
に
も
お
仕
事

あ
り
ま
す
！

千歳・恵庭 派 検査補助、目視検査、製造

性別・年齢性別・年齢

不問不問   

アロハリゾート
旧アロハカントリークラブ

趣味も仕事もゴルフで充実!趣味も仕事もゴルフで充実!

ゴルフ場ゴルフ場スタッフスタッフ

【応募】写真付き履歴書をご郵送ください。
〒059-1513 勇払郡安平町早来緑丘168-1
 アロハリゾート採用係宛［お問合せ］ ☎0145-23-2236

給　与▶ 契約社員/月165,000円～（日給7,500円～）　 
アルバイト/時給870円～

日数・時間は日数・時間は
ご相談ください!ご相談ください!

急募!急募! 制度充実しています! 未経験者未経験者
歓迎！歓迎！

給　与▶契約社員/月200,000円～◆調理補助◆調理補助
◆フロント◆フロント

★�仕事終わりにプレーできます!★�仕事終わりにプレーできます!★60代の方も活躍中!★60代の方も活躍中!

期　間▶即日～11月下旬頃　　　資　格▶ 年齢不問
時　間▶6:00～18:00（実働8h以内）
勤　務▶ シフト制  ※要相談  ★土・日曜、祝日のみの勤務もOK!
待　遇▶  交通費規定支給、雇用・労災保険、健康保険、厚生年金、保険加入、研修期間有

共
通
項
目

安平 契 ア フロント業務契 調理補助
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