
2021年7月2日（金）ちゃんと 8

千歳市信濃1丁目8番14号
千歳北交ハイヤー㈱

北交ハイヤー
道内最大のネットワーク
☎23-4145応募 ［担当］渡辺・松口

資　格▶�要普免（運転経験3年以上）�★AT限定可
時　間▶�［朝］①5:00〜14:30�②7:30〜17:00�

［夕・夜］①17:00〜翌2:30�②20:00〜翌5:30�
※［朝］［夕・夜］選択制�※いずれも実働6.5h、休憩3h�
※昼勤、夜勤、隔日勤（応相談）

勤　務▶�4出勤後→公休→4勤務→公休→3勤務→公休の繰り返し
給　与▶�歩合制�

例：�正社員/月182,962円（昼勤、25日出勤の場合）�
嘱託/月172,200円（昼勤、25日出勤の場合）

待　遇▶�各社保完備、制服貸与、燃料手当、無事故手当、�
有給休暇、慶弔休暇、育児・介護休暇

★入社支度金制度
10〜30万円利用可

★賃金保証制度 6ヶ月間 月25万円支給

タクシードライバー

増員募集中
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千歳 正 嘱 タクシードライバー

仕　事▶�食品製造工程において工程管理を担当します。
資　格▶�要普免、資格不問、�

18歳未満不可（規定により年齢制限が設けられてる為）、�
39歳以下（長期勤続でキャリア形成の為）

時　間▶�①8:00〜17:00�②16:00〜翌1:00��
※新入社員は基本①

休　日▶�土曜・日曜、他（年間休日121日）�
※GW・お盆・年末年始有

給　与▶�月給150,000～240,000円�
＋リーダー手当�
　（5,000～10,000円�※業務の習熟度に応じて支給）�
※新卒/月15万円～、新卒以外/月18万円～��
　（経験等により決定）

待　遇▶�各社保完備、交通費実費支給、昇給有、�
賞与年2回有（前年実績/計3ヶ月分）、残業手当有、
深夜手当有、退職金制度有、有給休暇有

お電話のうえ履歴書をご郵送ください。（書類選考有）

〒066-0007�千歳市中央1114-13

［担当］くしだ☎0123-20-2161
AWファーム千歳株式会社

食品工場食品工場のの未経験者未経験者でも、でも、
働く意欲働く意欲を重視致します！を重視致します！

千歳 正 食品加工製造管理者

日本管財サービス株式会社
〒066-0015　千歳市青葉8丁目3番1号

担当/高倉☎24-0800
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください。

勤務先▶航空自衛隊千歳基地内
仕　事▶�隊舎の清掃�

（共用部分、廊下･トイレ･小さいお風呂）
資　格▶未経験者歓迎、要普通免許
給　与▶時給900円
時　間▶8:00〜15:00の間で4.5h
勤　務▶�月、金（祝日の場合は前後へ変更）、�

★お盆、年末年始はお休みです。
待　遇▶�労災保険、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可

仕事に慣れるまで丁寧に指導いたします!

清掃員清掃員
募集!!募集!!

未経験者未経験者
歓迎!歓迎!

千歳 パ 清掃

急募急募
食事補助有!!

株式会社ニュー三幸 小樽市稲穂1-3-6
サンモール1番街

Since1954

期　間▶即日〜11月中旬
資　格▶�公共交通機関がない為、車通勤できる方
給　与▶�①時給950円～��

②時給900円～��
③時給1,200円～�
※③は試用期間2ヶ月有/時給1,000円

時　間▶�(a)6:00〜12:00�(b)9:00〜16:00�
※その他6:00〜18:00の間で6h勤務

勤　務▶�週3〜5日�※応相談
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、�

食事補助有（1食160円）
勤務先▶��恵庭カントリークラブ�クラブハウス内�

レストラン（恵庭市盤尻53番地2）

【受付/9〜17時】
 ※12〜14時は除く

まずは、お気軽にお電話ください。
☎0123-32-3311

①レストラン接客 ②調理補助・洗い場
③調理スタッフ（調理師免許保有者）

恵庭カントリークラブ恵庭カントリークラブのの

ゴルフ場レストランゴルフ場レストラン

恵庭 ア パ 接客、調理

� 入社後すぐに使える� 入社後すぐに使える特別有休制度特別有休制度有!!有!!

清掃スタッフ清掃スタッフ

◆日本血液製剤機構（千歳市泉沢）
給　与▶時給870円～
時　間▶7:00〜11:00（実働4h）�
休　日▶土･日曜、祝日

パート

◆ザ・ノースカントリーGC（千歳市蘭越）
期　間▶即日〜11月下旬
給　与▶�時給950～1,000円
時　間▶�①10:00〜19:00位まで（実働3.5〜8h）�

②8:30〜12:30
勤　務▶�週3日〜（応相談）

◆北星病院（千歳市清流）
給　与▶時給950円
時　間▶7:30〜11:30（実働3.5h）�
休　日▶日曜日
《共通項目》
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、�

雇用保険は週20h以上で加入

応募

千歳市美々新千歳空港内�ターミナル�アネックスビル1階
東京美装北海道㈱千歳支店

☎0123-24-☎0123-24-37713771平日

千歳 パ 清掃

［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�

③17:00〜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 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

有限会社 ベリーファーム
千歳市長都2 ※JR長都駅から約3km

丁寧指導で
初心者でも安心♪

ジェラテリア ミルティーロでおなじみの、
おしゃれな農場で働いてみませんか？

期　間▶�7月中旬〜9月上旬まで
時　間▶�9:00〜16:00（休憩1h）
給　与▶�時給865円
資　格▶�未経験者歓迎、�

交通不便なため自力通勤できる方
勤　務▶�週3日〜�

（土日祝日勤務できれば尚可）
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可

夏休みだけでも大丈夫♬ お友達と一緒にアルバイトしませんか？

学生さんも大歓迎!! 高校生OKです！

主婦（夫）さんも働きやすい時間帯です。
お子様を学校に送り出した後に！

収穫・選別収穫・選別

★ 新型コロナウイルス感染症対策を 
積極的に行っています！

屋外の
お仕事
です！

時間帯
ご相談

ください。

午前のみ
午後のみ

OK!!

担当/加藤
受付/10:00〜18:00

まずはお電話ください。

☎23-5323

※�不在の際は下記までご連絡ください。�
追って折り返しお電話します。

（直通）080-3605-6582

（ジェラテリア�ミルティーロ）

《有機栽培》《有機栽培》
オーガニックブルーベリーのオーガニックブルーベリーの

有機栽培有機栽培のの
オーガニックオーガニック
ブルーベリーブルーベリー

千歳 ア パ 収穫選別業務

☎23-7667
千歳市勇舞8丁目1-1

長都店
Web応募
はコチラ

恵庭店
Web応募
はコチラ

☎33-1122
恵庭市本町210

希望の店舗に電話連絡の上、
写真付き履歴書をお持ちください。

㈱ラルズ��札幌市中央区南13条西11丁目2-32
●制服貸与  ●交通費規定支給  ●車通勤可

給　与▶�［一般］時給911円�
時　間▶8:30〜13:00
勤　務▶週4日

給　与▶�［一般］時給911円�
［学生］時給871円�

時　間▶�①7:30〜12:30�
②13:00〜17:00

千歳・恵庭 ア パ 水産

応募

応募

お寿司製造のお仕事です。

水産スタッフ募集!水産スタッフ募集!

年齢・性別不問!!無資格・未経験者OK♪

グループホーム安平の郷勇払郡安平町安平675-16

担当/アリキ☎0145-26-3301応募

◆グループホーム介護職員
時　間▶�①8:30〜17:30�

②17:00〜翌9:00�（夜勤/月5回程度）�
※①②のシフト制（4週8休）

◆夜勤専従
時　間▶�17:00〜翌9:00（週2回程度）
《共通項目》
資　格▶�無資格・未経験でもOK！�

介護職員初任者研修修了（旧ヘルパー2級）
以上あれば尚可、土日祝勤務できる方歓迎、
要普免

給　与▶�時給1,010円�※22時以降深夜割増有
待　遇▶�各社保完備、車通勤可、有給休暇、交通費規

定支給、当社規定により昇給年1回、賞与年
2回、燃料手当有、産前産後・育児休暇有

グループホーム・有料老人ホームグループホーム・有料老人ホーム

安平の郷 職員募集!!安平の郷 職員募集!!
サービス残業無し!  就業時間を超えた分も賃金としてお支払い致します。

安平 パ 介護

主にブタの飼育に関わる業務（清掃、エサやり等）を 
行います。動物好きな方、体を動かしたい方にぴったり!
月8〜15日くらいで無理なく働けます。お小遣い 
稼ぎにもおすすめ! 元気な方、お待ちしています!

えこりん村�〒061-1421�恵庭市牧場241-2

資　格▶�未経験者歓迎、70歳まで（定年雇用止めの為）
時　間▶�8:00〜17:00�※実働8h
給　与▶�時給865円
勤　務▶�月8〜15日程度（シフト制）
待　遇▶�労災保険有、車通勤可、えこりん村循環バス

利用も可（恵庭駅〜えこりん村間）
勤務先▶えこりん村内

担当/オオウチ、カワノ☎34-7800
電話またはメールでご応募受付致します。

受付/10〜17時

t-oouchi@aleph-inc.co.jp

飼育スタッフ飼育スタッフ

年齢不問!!年齢不問!!
シニアの方も シニアの方も 
歓迎です♪歓迎です♪

★勤務開始日相談に応じます！

ブタブタの 募集

恵庭 ア 豚舎の清掃、エサやり

千歳

資　格▶�看護師免許、昭和46年4月2日以降に生まれた方
時　間▶���日勤/8:30〜17:00�

準夜勤/16:30〜翌1:00�
深夜勤/0:30〜9:00�
夜勤/16:30〜翌9:00�
※2交替・3交替勤務が可能な方

給　与▶�月給192,400円～
休　日▶4週8休�※シフト制
待　遇▶扶養手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等

資　格▶�看護師免許
時　間▶�a.3交替制/①16:30〜翌1:00�②0:30〜9:00�

b.2交替制/③16:30〜翌9:00
給　与▶�月164,720～173,120円�　�

※特殊勤務手当別途支給�3,100～7,300円/1回
休　日▶シフト制

《パートタイム共通項目》
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、社保完備、雇用保険、�

有給休暇、期末手当

［応募］まずはお気軽にお電話ください。 履歴書（市指定用紙）は当院のHPから取得できます。

市立千歳市民病院
千歳市北光2丁目1-1

内線8232内線8232☎24-3000☎24-3000 総務課総務係
https://chitose-shimin-hospital.jp/

（資格･免許が必要な職種については、
�資格証明書等のコピーが必要です。）

正 看護師パ 夜間専従看護師、手術室看護師、看護助手

❶看護師（正職員）
資　格▶�看護師免許、手術室看護経験がある方
時　間▶���8:30〜18:00�※実働7h
給　与▶�月185,974～195,458円
休　日▶土日祝

❸手術室看護師（パートタイム）

❷夜間専従看護師（パートタイム）

仕　事▶病棟での看護補助業務
資　格▶�資格は問いません
時　間▶�6:00〜21:00�※実働7h�※シフト制�

※配属先により始業時間が変更となる場合有
給　与▶��月給144,606～166,103円��

※資格等により賃金加算有
休　日▶シフト制

❹看護助手（パートタイム）

看護師・看護助手看護師・看護助手募
集

院内保育所利用可能!

採用日 随時
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