
2021 年 8 月 13 日（金）ちゃんと 14

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[千歳市勇舞8丁目1-1]
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。

清掃清掃

（田口）
0120-03-6323

　080-2871-5294

★60歳以上の方も積極採用　★Wワーク応相談

午後の時間から
のお仕事です♪

ショッピングモールのショッピングモールの

スタッフスタッフ

扶養内
勤務OK！

千歳 パ 清掃
【パート】介護職員
資　格▶�無資格OK（介護職員初任者研修修了、介護福祉士資格あれば優遇）
給　与▶�介護福祉士/時給1,200円〜 

初任者研修修了/時給900円〜 
無資格・未経験者/時給880円〜

時　間▶�［日勤］①7:00～16:00��
　　　�②9:00～18:00�③10:30～19:30�
［夜勤］④18:00～翌9:00��
★すべてのシフトに入れなくてもOK！�
　日勤のみ・夜勤専従等、幅広くご対応致します。

休　日▶�シフト制
待　遇▶�社保完備（勤務による）、昇給有、交通費規定支給、�

有給休暇（100%消化可能）、車通勤可（無料駐車場有）、�
処遇改善加算手当（年2回支給）、正社員登用制度有

㈱サンボウグループホーム ぬくもりの里 千歳市住吉４丁目８番１４号

未経験者未経験者
歓迎！歓迎！

【新型コロナウイルス感染症対策万全】 安心して働けます。

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。
受付/9時～18時（人事担当直通）090-3399-5886

夜勤帯
≪夕〜翌朝のケア≫

夕食の片付け、就寝準備手伝い、�
夜間の見守り・ケア、朝食準備等

お買い物・医療施設受診同行、
身体ケア、食事・入浴介助、
食事の調理、お話し相手等

日勤帯
≪生活サポート≫

★無資格OK 
★WワークOK
★身体ケアなし 
★軽介護あり

❶6:30〜15:00
❷12:00〜20:00

グループハウス 
勤務も同時募集 時給

870円

利用者様へ利用者様へ

ぬくもりのあるケアぬくもりのあるケアをを
提供する提供するための募集です！ための募集です！

もっともっと もっともっと

千歳 パ 介護

★�恵庭市内送迎有!
★事前の職場見学可。是非ご連絡ください♪

☎0123-36-5181
〒061-1356 恵庭市西島松570番地

担当/中村
【受付/9〜17時】
島松病院医療法人盟侑会

http://www.shimamatuhp.jpsimamatu@shimamatuhp.jp

共通
項目

時　間▶①9:00～17:00　②16:30～翌9:30�
休　日▶シフト制　※年間休日126日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

昇給・賞与有、各種手当有、試用期間3ヶ月

恵庭 正 看護、介護

資　格▶��18歳～64歳（深夜勤務があるため・定年年齢を
上限とするため）、看護師もしくは准看護師資格

給　与▶ 月171,000〜330,000円　 
※上記別途夜勤手当10,400円/回

看護師・准看護師

介護スタッフ
資　格▶�18歳～64歳（深夜勤務があるため・定年年齢を

上限とするため）、介護福祉士、介護実務経験者、
初任者研修修了者、未経験者もご相談ください。
（介護福祉士以外の方は準職員となります）

給　与▶�月135,000〜211,500円　 
※上記別途夜勤手当5,100円/回

看護師
介護スタッフ

経験者優遇
正職員募集

★院内保育所有!
★24時間託児可!

《共通項目》
仕　事▶�仮設材、建築資材の運搬
資　格▶�仮設材運搬経験者、要大型免許、�

小型移動式クレーン資格、玉掛け資格
時　間▶�8:00～17:00（休憩1h、運行計画により変動有）�

※月平均10～30hの時間外有
休　日▶�土、日、祝、GW、お盆、年末年始�

※月1～2日程度の休日出勤有
待　遇▶�時間外手当、休日出勤手当、燃料手当、長距離手当

（200km以上）、夜間手当（22時以降）、各社保完
備、車通勤可、昇給有、退職金制度有

◆8tユニック運転手/正社員 
給　与▶ 月給263,750円〜 ※固定時間外35h含む 

※試用期間（最長3ヶ月）/日給10,400円
◆11tユニック運転手/正社員 
給　与▶ 月給280,050円〜 ※固定時間外35h含む 

※試用期間（最長3ヶ月）/日給10,400円

8t･11tユニック運転手資格資格をを
活かして働こう！活かして働こう！

受付/9～16時
担当/池田☎011-377-4931

まずはお気軽にお電話ください！

北広島市輪厚431-1
北一運輸株式会社

Kitaichi Transportation Co., Ltd.

即戦力
求む！

一
緒
に
頑
張
り
ま
し
ょ
う
！

未来を築く
お仕事です！

北広島 正 8t･11tユニック運転手

� 電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。�
電話の際には「スープカレー店の応募です」とお伝えください。

仕　事▶�カウンターでの注文受け、仕込み等の�
簡単なキッチン業務

資　格▶�未経験者歓迎、学生歓迎、高校生可
時　間▶�10:00～18:00の間でシフト制　�

※応相談（例/10:00～16:00等）
給　与▶�時給880円〜　※昇給有  

※試用期間（約3ヶ月）/時給870円
勤　務▶週2日～　※応相談
待　遇▶�雇用・労災・健康保険（加入条件有）、交通費規定�

支給、車通勤可、制服（エプロン）貸与、食事付

※面接は店舗
　で行います�☎0123-27-3339

千歳市花園2丁目4-2 道の駅サーモンパーク千歳内 
スープカリー 鮭公園店奥芝商店

★�未経験者歓迎!�
簡単な補助作業!
★�お子様の急病や�
学校行事参加等、�
お休み希望も�
柔軟に対応します♪
★ホール業務なし!

道の駅サーモンパークフードコート内のスープカレー店です。

美味しい美味しい
まかないまかない
付き♪付き♪

キ
ス
ッ
タ
チ
ッ
ン
フ

募
集
!

千歳 ア パ スープカレー店キッチン業務

千歳市駒里2246-30

まずはお気軽に
お電話ください。 受付/8〜18時　担当/天神　（宮崎県本社直通）

☎0986-47-1825
共通
項目

時　間▶8:00～17:00（実働7.5h）
休　日▶日祝、土曜日は隔週
勤務先▶千歳市駒里2246-30
待　遇▶�各社保険完備、賞与年3回、�

交通費規定支給、車通勤可

天神製作所 北海道工場

正
社
員

3職種
募集!!

未経験者は簡単な作業からスタート
徐々にステップアップしていきます!!徐々にステップアップしていきます!!

給　与▶�日給7,000〜10,000円 
試用期間/日給7,000円

資　格▶未経験歓迎、経験者優遇、要免許

機械溶接・組立［機械の組立、溶接］

給　与▶�日給7,500〜12,000円 
試用期間/日給7,500円

資　格▶経験者優遇、要免許

電気配線機械メンテ［機械の組立、電気配線］

給　与▶�日給8,000〜15,000円 
試用期間/日給8,000円

資　格▶経験者優遇、要免許

機械設計［機械設計の施工管理］

株式
会社

新千歳空港から車で10分程度

一緒に作ろう、地球に優しい発酵攪拌機（かくはんき）！
千歳 正 機械製造、組立

〒066-0077�千歳市上長都1053-1
■自動車部品製造業㈱ダイナックス

☎0123-24-2891
まずはお電話の上、履歴書と職務経歴書をご送付ください。

人事総務部�採用担当�宛

製造職製造職募募
集集

安定した
仕事量

充実の
福利厚生

選べる
勤務先

仕　事▶�製品の加工・取付・機械オペレーター、�
その他関連業務等、製品の生産対応全般を�
担当していただきます。

給　与▶�日給月給153,500円〜　 
※職務経験等により優遇致します。 

資　格▶�18歳以上（省令2）、高卒以上、経験不問（製
造業務経験者尚可）、交通機関が不便な為マ
イカー又は自力通勤可能な方

時　間▶�①8:30～17:30�②20:30～翌5:30��
※①②の交替制

勤　務▶�完全週休2日制�
※�生産ラインの稼働状況により、5勤2休（土
日休み）と4勤2休（その他）になる場合が
あります。（勤務カレンダーによる）

休　日▶�年間休日121日（GW・お盆・年末年始等）
待　遇▶�社保完備、賞与年2回、退職金制度有、昇給

有、交通費支給有、無料駐車場有、企業内保育
施設有、試用期間6ヶ月有、制服貸与

勤務先▶�苫小牧工場（苫小牧市字柏原6-183）�
千歳工場（千歳市上長都1053-1）

◆製造職

千歳・苫小牧 正 自動車部品の製造

来社不要！
WEB応募は
コチラから▶
予約制になりますのでお気軽にお問い合わせください。

※コメント欄に「ちゃんとを見た」と記載いただくとスムーズです。

★支店での登録もOK！

㈱オープンループパートナーズ 千歳支店 千歳市千代田町4丁目14�千歳第一ビル3F
労働者派遣事業（派13-302403）

まずはお気軽にお電話ください！ 【受付】9：00～18：00（月～金）☎0123-23-6833

給　与▶時給1,077円
時　間▶�土曜/12:00～17:00、日曜/7:30～17:00
勤　務▶�土･日曜�※月4～6回程度
期　間▶�随時～10月予定�※終了期間変動の可能性有
★定員になり次第募集を締め切らせていただきます。

給　与▶時給1,134円〜
時　間▶�8:30～17:00�※土曜のみ8:30～15:00
休　日▶�土･日曜、祝日�※土曜出勤の可能性有(工場カレンダーによる)
期　間▶�随時～�※長期

★大量募集！WワークOK！学生・主婦(夫)歓迎！
★お友達同士の応募も大歓迎！ ★千歳市内から無料送迎あり！職場見学OK！残業ほぼなし！ 

★当社スタッフさんも多数在籍中の勤務先♪

週払いOK!
（規定有）

【︎恵庭市】ワクチン接種会場での受付・誘導 【︎安平町】�ジンギスカンの味付けや梱包、�
簡単な機械操作など

◆応募後に弊社からWeb登録用のURLをメールでお送りするので、お手続きお願いします！

車通勤OK

恵庭・安平 派 受付･誘導、味付け･梱包･機械操作

　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」

仕　事▶工場内での練り製品の製造、梱包、箱詰め、検品等
期　間▶�2ヶ月更新�※基本継続
給　与▶�時給950円
時　間▶��①9:00～18:00�※休憩1h�

②18:00～22:00�※休憩なし
休　日▶�水・日曜
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、車通勤可(駐車場無料)
勤務先▶�恵庭市戸磯

㈱アシストワン札幌オフィス
札幌市中央区北4条西2丁目1-1 カメイ札幌駅前ビル9F
一般労働者派遣業（般）01-300279　有料職業紹介事業01-ユ-300184

【受付/月～金�9～18時】☎011-200-8700

まずはお気軽にお電話ください。  札幌・恵庭・千歳で面接可!
http://assistone-group.com

食品工場の箱詰め・検品スタッフ募集!
★10〜50代の方、主婦(夫)歓迎！
★未経験者も大歓迎♪

週払い
OK

恵庭 派 箱詰め・検品

〒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。�応募はこちらでも▶（医）豊友会 

千歳豊友会病院
Chitose Houyukai Hospital

仕　事▶��病棟業務
資　格▶��有資格者、�

60歳まで（定年雇用止めの為�※更新有）
給　与▶��看/月給216,000円〜  

准/月給175,000円〜 
資格手当 看/20,000円 准/10,000円 
賞与年2回（夏・冬） 
夜勤手当 看/18,000円 准/16,500円 
準夜勤手当 看/5,800円 准/4,800円

時　間▶��当院規定による（2交替制、準夜勤有）
休　日▶�4週8休+祝日（シフト制）

時給11,,220000円円〜〜
●●実務経験実務経験がある方がある方
●�保険請求事務や�●�保険請求事務や�
医療事務等の�医療事務等の�
資格資格をお持ちの方をお持ちの方

正職員登用
実績あり

https://www.foryou-hp.or.jpウェブサイトリニューアルしました▶

準職員 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

正職員 看護師･准看護師

《共通項目》
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

準職員 医療事務員
仕　事▶医療事務業務
資　格▶��経験者優遇
給　与▶��時給1,200円〜
時　間▶�月・火・木・金/8:45～17：30�

水・土/8:45～12:45
休　日▶日曜・祝日

医療事務医療事務 スタッフ募集スタッフ募集

こ
ち
ら
も
募
集
中

大 歓 迎

増員の増員の
ためため

千歳 正 看護師･准看護師 準 医療事務員、看護補助者
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