
2021 年 5 月 28 日（金） ちゃんと11

未経験者
   歓迎！

技術職技術職
正正社社員員募集!!募集!!

仕　事▶�自動車ガラス施工
資　格▶�未経験者歓迎、若年層のキャリア形成の為30歳以下
給　与▶月給180,000円～ ※年齢による
時　間▶��9:00～17:30�※実働7.5h
休　日▶日祝、他会社カレンダーによる�
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

非常に楽しい職場です!非常に楽しい職場です!

手に職つけたい方!手に職つけたい方!
待ってます!待ってます!

千歳市富士4丁目7-11

まずはお気軽にお電話ください。
面接の際、写真付き履歴書をお持ちください。

☎0123-22-6262
イコマ北海道㈱ 千歳営業所

千歳 正 技術職

仕　事▶�新車・中古車の洗浄ラインでのシートや�
ボディ洗浄、加修作業等

勤務先▶�トヨタカローラ札幌㈱総合物流センター
休　日▶�日曜・祝日、他シフト制（月7～10日）�

★GW・お盆・年末年始の長期連休有�
　（年間所定休日108日）

時　間▶�9:00～17:00
給　与▶�時給920円～ 

（月22日勤務の場合、月収141,680円以上可能）
資　格▶�要普通自動車運転免許（運転経験1年以上）
待　遇▶�交通費当社規定支給、社会保険完備、作業服貸与、

有給休暇有、能力に応じて昇給有

恵庭市北柏木町3丁目73

まずはお気軽にお電話ください。面接日時をお知らせします。
写真付履歴書をお持ちください。

担当/�佐藤・傳法(デンポウ)
☎0123-47-8000

トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター

担当/酒井
☎0123-33-9660

新車 中古車

◆◆40〜50代も活躍中!!40〜50代も活躍中!!		
◆◆昇給有昇給有		
◆◆マイカー通勤可能!	マイカー通勤可能!	
◆◆お休み充実お休み充実

新車・中古車新車・中古車のの洗浄ライン      洗浄ライン      
作業スタッフ作業スタッフ

恵庭 契 洗浄ライン作業

資　格▶�経験者・未経験者大歓迎
時　間▶��①10:00～17:00�②17:00～21:00　

※応相談
給　与▶①時給950円 ②時給1,000円
勤　務▶週4日～�※応相談
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、�

社保完備（応相談）、昇給有

苫小牧市美沢8-5

まずはお電話ください。面接日をお知らせしますので、
写真付き履歴書をお持ちください。

☎0144-58-3456
和牛レストラン ログハウスびび

【担当】
キヨモト

ホールホール
スタッフ募集スタッフ募集
ログハウスの店舗で働いてみませんか？

素敵なローケーション素敵なローケーション  美々川のほとり美々川のほとり

苫小牧 パ ホール

准

問い合わせだけでもOK！
［担当］
山崎☎0123-23-4111

正
看護師募集看護師募集
●年間休日120日
　以上!!

医療法人
同仁会 千歳第一病院

千歳市東雲町1丁目11 http://www.dojinkai-group.com/

◆正看護師［正職員・パート］
給　与▶�正/月給210,000～324,000円　 

パ/時給1,450円

◆准看護師［正職員・パート］
給　与▶�正/月給185,000～252,800円 

パ/時給1,190円

※該当病棟勤務の場合

〈共通項目〉
資　格▶�正・准看護師資格、経験者優遇(条件有)
時　間▶�①8:45～17:15�

②16:45～翌9:15
休　日▶週休2日制�★年間休日120日以上
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

退職金制度有、夜勤手当（1回10,000円）、
救急手当（1回2,000円）

勤務先▶�◇千歳第一病院（千歳市東雲町1丁目11）�
�◇向陽台病院〈療養型〉�
　（千歳市若草1丁目10-11）

●特殊勤務手当有
　（1日3,000円）

勤務開始日や、面接時期についてもお気軽にご相談ください。

働き方が
選べる
正社員
パート

千歳 正 パ 正・准看護師

日本管財株式会社 北海道支店
札幌市中央区北4条西5丁目1　アスティ45ビル7F

担当/田口☎011-205-5641

まずはお気軽にお問い合わせください。
面接は現地で行います。

勤務先▶�千歳市北栄2-2-1�
（JR千歳駅から徒歩5分）

時　間▶�①17:00～翌9:00�※実働10h�
②9:00～翌9:00�※実働16h�
※実働140h/月

給　与▶月150,000円
勤　務▶�月11～12日（シフト制）��

※応相談
待　遇▶�社保完備、制服貸与、交通費規定支給、�

車通勤可、資格支援制度有、有給休暇

ホテルのホテルの
施設管理業務施設管理業務

車通勤車通勤
 OK！ OK！

資格資格･･経験経験
不問!!不問!!

千歳 契 施設管理

㈱京都セミコンダクター 恵庭事業所
〒061-1405　恵庭市戸磯385-31

仕　事▶�半導体チップの外観検査（顕微鏡使用）
給　与▶�時給861円～  

※試用期間3ヶ月有
時　間▶�8:30～17:30（実働8h）
休　日▶�年間120日、土・日曜日、祝日�

※土曜日･祝日出勤有（年間5日程度）
資　格▶未経験者歓迎
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、制服貸与、車通勤可

担当/原・宮川☎34-3111
電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。

未経験者未経験者歓迎!!歓迎!!

女性が活躍中の女性が活躍中の
職場です♪職場です♪

ほとんどの方が未経験から始めています★ほとんどの方が未経験から始めています★

恵庭 パ 検査

千歳 派 ①印刷機械のマシンOP②電子部品の製造・付帯作業③電子部品の製造

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

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
◆精肉◆精肉

◆鮮魚◆鮮魚

時　間▶①8:00～13:00�
������������②12:00～17:00

時　間▶8:00～13:00

給　与▶ 時給881円　　　
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

千歳 パ 店内業務　

 

共
通
項
目

＼仕事探すなら／

飲み終わったら
すぐに電話しよう

【同時募集】夜勤専門ケアスタッフ
★1回19,700円可能!! 勤務/月7〜9回

グループホーム向陽台 ㈲アクティーサービス
千歳市白樺2-1-1

☎0123-28-5888 担当/水谷
電話連絡を頂いた後、面接日を決定します。

面接時に写真付履歴書・資格証をお持ちください。

◆ケアスタッフ（フルタイム）
仕　事▶認知症高齢者の日常生活支援・介護
給　与▶�日給6,750円（更新時昇給有） 

＋夜勤手当5,000円/回＋資格手当 
＋処遇改善手当（600円/日） 
※試用期間3ヶ月間は処遇改善手当支給なし

時　間▶�早番/7:30～16:00（休憩1h、実働7.5h）�
日勤/9:00～17:30（休憩1h、実働7.5h）�
遅番/10:30～19:00（休憩1h、実働7.5h）�
夜勤・明/17:00～翌9:30（休憩1.5h、実働15h）�
※シフト制

勤　務▶�4週8休（月21～22日）
資　格▶�普通自動車運転免許
待　遇▶�労災適用、各社保完備（勤務時間による）、交通費規定支給

（2km以上/上限12,000円）、車通勤可（無料駐車場有）

資格取得支援制度有 !!資格取得支援制度有 !!

資格がなくても応募可能です！
経験者経験者大歓迎！大歓迎！

千歳 契 ケアスタッフ

アミューズメント北海道(株)
〒060-0004 札幌市中央区北4条西6丁目1 毎日札幌会館9階

電話またはメールでご応募ください。［担当］くろやなぎ

☎011-219-1501
kuroyanagi@amuse-hokkaido.co.jp

勤務先▶札幌、北見、帯広、旭川、函館の各指定ホテル
期　間▶長期
仕　事▶�新型コロナウイルス感染症の宿泊療養�

（無症状か軽症の施設です。）に関する業務。�
感染防止対策もしっかりレクチャーします。

時　間▶�6:30～21:00�※実働7.5～9h
給　与▶ 日給14,000円～ 

※時給1,400円+食事代3,500円/日
勤　務▶�月20日程度
待　遇▶�場所により車通勤可（車持ち込み･交通費応相

談)、住込み可(個室)、食事代支給

その他 ア 清掃、他

［正職員･パート］保育士
資　格▶��［正］保育士�

［パ］保育士もしくは子育て支援員研修修了者
給　与▶��［正］月給150,000円～ 

[パ](保育士免許あり）時給1,000円 
　　（子育て支援員研修修了者）時給950円

時　間▶�［正］①8:00～16:30�②10:30～19:00�
［パ］8:00～19:00の間の5h程度（応相談）

休　日▶�［正］週休2日制（年間休日120日以上）�※シフト制�
　　　※日曜、祝日、年末年始（12/30～翌1/3)はお休みです。�
［パ］勤務日数応相談

ここのみ保育園ここのみ保育園
千歳市桂木1丁目3-20千歳市桂木1丁目3-20

企業主導型保育事業企業主導型保育事業

［正職員］看護師･准看護師
資　格▶看護師または准看護師
給　与▶�[看]月給210,000円～ [准]月給185,000円～ 

※別途夜勤手当支給
時　間▶�①7:00～15:30�②9:00～17:30�

④17:00～翌9:30�※①～③のシフト制
休　日▶�シフト制（年間休日120日以上）

［正職員］介護職員（入所）
資　格▶介護福祉士
給　与▶�月給150,000円～ ※別途夜勤手当支給 

★処遇改善手当支給（年3回）
時　間▶�①7:00～15:30�②9:00～17:30�

③11:00～19:30�④17:00～翌9:30
休　日▶�シフト制（年間休日120日以上）

[正職員]介護職員（通所リハビリ）
資　格▶介護福祉士
給　与▶�月給150,000円～ ★処遇改善手当支給（年3回）
時　間▶��8:45～17:15
休　日▶�週休2日制�※シフト制（土曜営業）�

※祝日・年末年始（12/30～翌1/3）はお休みです。

クリアコート千歳クリアコート千歳
千歳市桂木1丁目5-7千歳市桂木1丁目5-7

介護老人保健施設 介護老人保健施設 

医療法人 資生会 〒066-0067 千歳市桂木1丁目5-7

（クリアコート）澁谷
　　（保育園）小向☎27-3232☎27-3232電話連絡の上、写真付履歴書を下記住所へ送付ください。

職 員 募 集
医療法人 資生会

年間休日120日以上 事業所内保育施設あり

ホームページにて、
求人情報随時更新中♪

待　遇▶�各種社会保険完備（勤務時間による）、交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、さぽーとさっぽろ加入、昇給年1回、賞与年2回共通項目

受付/平日（月〜金）9:00〜17:00

千歳 正 パ 保育正 看護、介護

北海道産のフルーツ専門店です♪ 仕　事▶�北海道産のフルーツの販売業務全般、�
生フルーツ・カットフルーツ・フルーツ加工品、
ソフトクリームなどの販売・補充・レジ�
業務、商品の発送受付等

資　格▶�学歴・経験不問、�
フルタイム・土日勤務できる方歓迎

給　与▶�時給920円～　※昇給有　※経験者優遇　 
※試用期間3ヶ月/時給870円

時　間▶�①7:30～16:00　②10:00～18:00　�
③12:00～20:30

休　日▶��月8～10日　※シフト制
待　遇▶�交通費規定支給、駐車場代補助有、各社保完備、

制服貸与、社員割引有、空港施設内割引有
勤務先▶�HOKKAIDO�FRUITS　耕人舎�

（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2FHOKKAIDO FRUITS 耕人舎

NEW OPEN!
7月1日

オープニングスタッフオープニングスタッフ募募集集

新千歳空港内に

★全員一からのスタートなので安心♪
★接客がはじめての方も安心してスタート 
　できるように、研修時間もじっくり設け
　ています!

☎0145-26-2800
担当/田仲　【受付】平日�9～17時㈱北海道興農社�本社

まずは、お気軽にお電話ください。

千歳 パ 販売
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