
2021 年 6 月 11 日（金）ちゃんと 8

札幌市北区北7条西1丁目2-6■ビルメンテナンス業

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
千歳にて面接を実施します。 担当/熊谷

☎011-707-5228
協和総合管理㈱ 札幌支社

仕　事▶�ホテルの清掃管理業務全般（清掃後の点検、�
ホテルとの打ち合わせ、スタッフのシフト調整、他）

資　格▶清掃員経験者尚可
給　与▶�時給900円〜  

※試用期間3ヶ月有（同条件）
時　間▶�8:30〜16:15（実働7h、休憩45分）
勤　務▶�週休2日制�※応相談
待　遇▶�交通費規定支給、社保完備、�

制服貸与、有給休暇
勤務先▶千歳市幸町5丁目6-1

ホテル清掃管理スタッフ

車通勤OK

募
集

千歳 パ 清掃

仕　事▶看護業務全般(外来)�
資　格▶看護師、准看護師�
給　与▶時給1,300〜1,350円
時　間▶�月･火･水･金/10:00〜18:00（午前午後シフトも有）�

木/10:00〜13:00�
土/10:00〜14:00

休　日▶�日・祝日・お盆・年末年始、その他シフトによる
待　遇▶�車通勤可（従業員用駐車場有）、交通費規定支給
勤務先▶�千歳皮膚科形成外科クリニック�

（千歳市東郊1丁目4-18�東郊メディカル2F）

〒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
医療法人社団　廣仁会

電話連絡の上、写真付履歴書を郵送ください。

☎011-207-1066 担当/小室

看護師募集

勤務日数相談可

千歳 パ 看護

調理員募集!

〒059-1434　勇払郡安平町早来富岡129番地

090-6212-8125
社会福祉法人
富門華会 第二富門華寮

だ い に も んふ け りょう

仕　事▶�施設内厨房での調理。食材カットや盛付、�
洗浄等のお仕事です。家庭料理が出来ればOK　

休　日▶�完全週休2日制　※年間休日105日
給　与▶月給150,000〜180,000円
時　間▶�6:30〜15:30、9:30〜18:30
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

退職金制度有（1年以上勤務者）、賞与年2回有

まずは、お気軽にお電話ください。
★千歳駅から車で約20分! ※道路状況による

家庭料理が出来ればOK♪

担当/廣川担当/廣川

安平 契 調理

すぐ働ける方募集!
接客経験者大歓迎♪

恵庭農畜産物直売所 かのな 恵庭市南島松817-18
☎0123-36-2700☎0123-36-2700

電話連絡の上、面接いたします。担当/新保

資　格▶�土日・祝日勤務できる方歓迎
仕　事▶�販売レジ・接客、パッケージ詰め等
給　与▶ 時給870円
時　間▶�8:00〜17:00（実働4〜8h）�※残業有
勤　務▶�週5日�※応相談
待　遇▶社保完備
勤務先▶�恵庭市南島松817-18�

（道と川の駅�花ロードえにわ敷地内）

女性が活躍している職場です♪

扶養内
OK!

恵庭 パ 店内業務

仕　事▶�清掃・品出し・接客・発注等の店内業務
時　間▶�0:00〜8:00
資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶0〜5時/時給1,150円　5〜8時/時給870円
勤　務▶�週1日〜OK�★たくさん働きたい等、応相談�

★土日祝働ける方歓迎
待　遇▶�制服貸与、車通勤可、昇給制度有、各社保完備、無料P有、�

向陽台地区以外から通勤の方には交通費規定支給

千歳市白樺2丁目1-4株式会社いのうえ
千歳白樺店千歳白樺店

☎28-2096［担当］
井上

まずは、お気軽に
お電話ください。

Wワーク
OK！

週1日〜OK♪
夜間は高時給で稼げる!

コンビニで働こう！未経験者大歓迎！

千歳 ア パ 店内業務全般

北海道クリーン開発㈱ 〒053-0016
苫小牧市寿町2丁目3-14

応 募

◆ちとせモール
時　間▶�14:30〜19:30
勤　務▶�週3日程度（シフト制）
給　与▶時給861円
資　格▶未経験者歓迎、性別不問
待　遇▶�労災保険、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は勤務先にて行います。委細面談。

ショッピングモールのショッピングモールの

清掃スタッフ清掃スタッフ

未経験者歓迎！！

60歳以上の
方も大歓迎！

（田口）
☎0144-33-6323
　080-2871-5294

千歳 パ 清掃

❶自動車整備士

☎0123-23-9912
まずはお電話ください。 担当/星

㈱ホシボデー 千歳市上長都1160-42
（上長都第三工業団地内）

仕　事▶��来客対応、商品説明、簡単な車内清掃等
給　与▶ 月給195,000円〜
時　間▶�9:30〜18:30
勤　務▶土･日曜含む週5日�※応相談
勤務先▶みどり台店/千歳市みどり台北1丁目3-10

★異業種からの転職OK！
★販売ノルマなし♪
★男女ともに活躍中!!

★異業種からの転職OK！
★資格を活かせる！
★月給22万以上!!

可能性可能性が溢れる職場です!!が溢れる職場です!!自動車修理自動車修理からから
販売･営業販売･営業までまで

★未経験者OK！男女ともに活躍できます！
★手に職つけよう♪
★頑張る人を応援します!!

仕　事▶��自動車の修理、点検、整備、車検対応、故障診断
資　格▶自動車整備士2級以上の資格保有者
給　与▶ 月給223,000円〜+別途残業代

仕　事▶��自動車の修理、点検、整備、板金、塗装工
給　与▶ 月給175,000円〜+別途残業代

《①②共通項目》�
資　格▶44歳以下（長期勤続によるキャリア形成の為）�
時　間▶�9:00〜18:00（休憩120分）
休　日▶日曜、祝日、夏季休暇、年末年始
勤務先▶本社/千歳市上長都1160-42
《全体共通項目》
資　格▶�要普免、未経験者歓迎、経験者優遇
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�

制服貸与、車通勤可（従業員無料駐車場有）

❷自動車整備士･板金･塗装工見習い

❸自動車販売･営業スタッフ

やりたいことをやりたいことを
みつけよう♪みつけよう♪

千歳 正 受付・接客、整備

ユニフォーム

ずかん

はたらくみんなの

［撥水・撥油加工］…水分・油性の汚れをはじく。
［退色加工］…塩素系漂白剤による色あせを防止。
［制電加工］…チリやホコリの付着を防ぐ。

スーパー・コンビニ カフェ・レストラン 保育園・幼稚園

配色・柄

機能性

どんなユニフォームにも合わせやすいように、無地
で汚れが目立ちにくい濃い配色のものが多いです。

ペン、小物、携帯端末などの持ち運びを考慮し、
ポケットのサイズや位置を設計しています。

業務用は
機能もスゴイ！

事で使うエプロンは「プロ仕様」！
機能性に特化したポリエステル混率の高い

ものが多く使われています。耐久性が高く、頻繁に
洗濯・クリーニングしても劣化しにくいです。他に
様々な機能を付加しているものもあります。

仕

・カラフルなプリントやナチュラルテイスト
 など、おしゃれなデザインがたくさん♪

家庭用エプロンの特徴

・耐久性が高くない綿素材が多い

ちなみに

-着用する職場の例-

販売
その他

そ
ろ
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ろ

そ
ろ
そ
ろ
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事
仕
事
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ー
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＼仕事探すなら／

スタッフスタッフ
大募集!!大募集!!
期　間▶�即日〜通年
資　格▶�未経験者歓迎、シニアも歓迎
時　間▶�9:00〜16:00もしくは9:00〜18:00
休　日▶�土日祝�※会社カレンダーによる
給　与▶�時給861円〜
待　遇▶�各種保険完備、交通費規定支給、�

車通勤可、制服貸与、週払い制度有、�
無料送迎有、試用期間2ヶ月

勤務先▶�千歳市泉沢

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。

★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）

無料送迎あります！ カ
ン
タ
ン
作
業
♪

カ
ン
タ
ン
作
業
♪

◆食料品の検査包装、箱詰め、ラベル貼り等

千歳 派 工場内作業

恵庭 正 パ 事務、介護、看護、営繕正 サービス提供責任者、夜間専属介護

☎011-727-3929応
募

採用係

札幌市北区北22条
西6丁目1番3号セーフティガード警備㈱

6060・・70歳70歳のの
お元気な方お元気な方
活躍中!!活躍中!!

経営者は元自衛官! 一緒に頑張りましょう!経営者は元自衛官! 一緒に頑張りましょう!
◆施設警備/千歳市及び近郊 
　勤務先/防衛省、防衛装備庁（千歳市駒里1032）
時　間▶��シフト制（8h）
休　日▶�月18日程度
給　与▶ 月給127,000円〜
待　遇▶�社会保険完備、有給休暇、制服貸与、交通費規定�

支給、各種手当別途支給

※応募先・面接は札幌の会社で行います。

急募
１名

千歳 契 施設警備

千歳市上長都958（千歳市公設地方卸売市場内）
株式会社 恵千フーズ

https://keisen-foods.com/

仕　事▶野菜のカット等の加工業務
資　格▶�未経験者歓迎、金・土に勤務できる方歓迎
給　与▶時給865円
時　間▶6:00〜15:00の間で応相談
休　日▶�日・祝、GW、お盆、年末年始　�

※祝日出勤の場合有
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

☎0123-40-1010 ［受付］
9〜16時

●まずはお電話ください。担当/大道寺

千歳 パ 野菜の加工

未経験者歓迎! 時間応相談♪

※詳しくはお気軽にお問い合わせくださいませ。

千歳市平和
1006-1385

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-21-9713

◆フォークリフト作業員
給　与▶月200,000円　　時　間▶8:00〜17:00�

新千歳空港IC側に
営業所を開設しました！

経験を活かして働こう！

◆夜勤点呼者
給　与▶月148,800円〜 ※残業・深夜別途
時　間▶�22:00〜翌7:00

3職種で

車両増車
のため

千歳 正 ドライバー、フォークリフト作業、夜勤点呼
◆トラックドライバー
給　与▶�大型/月280,000円〜 

4t/月240,000円〜
時　間▶��8:00〜17:00�

（運行内容により異なる）

資　格▶経験者優遇�
休　日▶�日祝、他�

※夜勤点呼者は�
　シフト制

待　遇▶各社保完備�

共通項目

正社員正社員募集募集!!


