
2021 年 8 月 20 日（金） ちゃんと11

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

資　格▶経験不問（全力でお教えします。）
給　与▶�①時給900円〜  

②時給861円〜（試用期間3ヶ月有/同条件）
時　間▶�①8:30〜16:15（実働7h、休憩45分）�

②10:00〜15:00（実働4.5h、休憩30分）
勤　務▶�①週休2日制　②週3日〜（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

ホテルの ❶清掃責任者 ❷客室清掃員

車通勤OK

千歳 パ 清掃責任者、客室清掃員

勇払郡安平町
早来源武275

行こう！ いいホース

0120-0120-15-114315-1143

応 募
電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

資　格▶�車通勤可能な方、WワークOK
時　間▶�9:00〜16:00の間で�

実働4h〜　※応相談
給　与▶時給900円
勤　務▶�週4〜6日�

※応相談　※シフト制
待　遇▶�労災保険、交通費全額支給、�

夏季・冬季寸志有、忘年会等の�
イベント有、定期健康診断、�
食堂利用可

勤務先▶�ノーザンファーム空港�
（苫小牧市美沢114-2）

苫小牧 ア 清掃

ご質問などございましたらお気軽にお問合せください。
社員寮等、会社施設の維持管理業務です。
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ボーナス 
あり!

2〜3名
募集!

交通費
全額支給!

Wワーク
OK!

応募お待ち 応募お待ち 
してます♪してます♪

募
集

千歳

《勤務先》 新千歳空港/千歳市美々 ★駅直結で通勤らくらく♪
仕　事▶�新千歳空港国際線施設内の清掃全般　�

※女性トイレ清掃有
資　格▶未経験者歓迎、経験者優遇、土日祝勤務可能な方歓迎
給　与▶時給1,000円
時　間▶�①8:00〜16:00�②8:00〜11:30　�

③12:30〜16:00　�
※シフト制�※時間選択応相談

勤　務▶月14日前後
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費全額支給

千歳市柏台南1丁目3番1（千歳アルカディア・プラザ3F）�

☎011-271-1749応
募 

千歳営業所
受付/8:45〜17:30　　担当/三浦

パ 清掃

扶養内扶養内
勤務可能勤務可能

清掃員 1人でモクモク働くのが1人でモクモク働くのが
好きな方におすすめ!好きな方におすすめ!
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函館市新川町1-24　R4TM新川町 5F
株式会社スピード北海道
一般労働者派遣事業（派01-300425）�有料職業紹介事業（01-ユ-300238）

★稼げる軽作業!
高時給1,100円!!高時給1,100円!!モクモク工場作業モクモク工場作業2種募集!!

★土日祝休みで安定!
仕　事▶�製造装置の操作や検査などの軽作業
時　間▶���①8:30〜17:00��

②20:30〜翌5:00�※状況による
勤　務▶�5勤2休もしくは4勤2休��

※シフト制
勤務先▶恵庭市戸磯

0120-095-0120-095-350350
まずはお気軽にお電話ください。

登録だけ
でもOK!

給　与▶��時給1,100円〜
期　間▶�3ヶ月更新（長期）
待　遇▶�社保完備、車通勤可�

（駐車場完備）、�
交通費規定支給

共通項目

仕　事▶変圧器製造業務
時　間▶��8:30〜17:00（実働7.75h）
休　日▶��土日祝
勤務先▶��千歳市北信濃

千歳・恵庭 派 製造、検査

［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 
　　（資格なし）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］介護職員（入所）
資　格▶介護福祉士もしくは実務者･初任者研修修了者
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）

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。

お勤め中の方もまずはお電話ください。〈勤務開始日応相談〉

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

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

全体
共通項目

受付/平日（月〜金）9:00〜17:00

★ 保育士･介護福祉士の経験10年以上の場合 
年収320万円‼ 

（注1…準世帯主想定　注2…処遇改善含む、夜勤手当･交通費は含まず）
★ダブルワーク･兼業OK‼ （※許可制）

［正職員］介護職員
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（年間休日120日以上）�※シフト制�

※日曜、年末年始（12/30〜翌1/3)はお休みです。

デイサービス陽だまりデイサービス陽だまり
千歳市桂木1丁目5-7千歳市桂木1丁目5-7

認知症対応型デイサービス認知症対応型デイサービス

ホームページにて、
求人情報随時更新中♪

［パート］送迎運転手
資　格▶�要普通免許（AT限定可）、�

ハイエースを運転できる方
給　与▶�時給950円
時　間▶�①8:30〜10:00��

②15:30〜17:00�
★�①と②の間は自由時間です。�
ご帰宅頂いてもOK!!

勤　務▶�週3日（火・木・金曜日。祝日は勤務有）�
※年末年始（12/30〜翌1/3）はお休みです。

千歳 正 パ 保育正 介護パ 送迎運転手

介護職員 ★資格により時給UP!! パート
仕　事▶�訪問介護職員
資　格▶�要普免、介護職員初任者研修修了以上
給　与▶�［介護職員初任者研修修了］時給900円〜 

［介護福祉士］時給1,000円〜 
※経験年数を考慮

時　間▶�8:50〜17:30の間で実働4h程度〜�※応相談�
待　遇▶�労災保険、賞与年2回、通勤手当、昇給年1回

介護職員介護職員
短時間も応相談

希望の方、正社員登用あり! 

経験者
優遇

デイサービスきずな 〒061-1424
恵庭市大町1丁目8-5

担当/もんま
【受付/9〜17時】☎39-5100まずはお気軽に

お電話ください。

恵庭 パ 介護

お料理の好きな方歓迎!!お料理の好きな方歓迎!!

金森

☎0123-23-5090
☎0123-46-5891
千歳市高台5丁目5-2

担当/
金森

お気軽にお電話ください。

資　格▶健康な方
仕　事▶食事作りと清掃
給　与▶時給1,000円
時　間▶9:00〜13:00�※応相談
勤　務▶週3日程度�※応相談
待　遇▶交通費支給
勤務先▶�千歳市高台5丁目5-2�

（サツドラ千歳高台店から徒歩1分）

千歳 パ 賄い

◆パート
仕　事▶洗い場・簡単な調理補助等
資　格▶�主婦（夫）歓迎、未経験者歓迎
給　与▶時給950円 ※22時以降/時給1,187円
時　間▶�17:00〜23:00
勤　務▶週3日程度�※シフト制
休　日▶日曜、祝日　　　　待　遇▶交通費規定支給

洗
い
場･

調
理
補
助

☎0123-26-5061受付/14〜18時�
担当/浅野、山川

まずはお気軽にお電話ください。

◆正社員
仕　事▶�①仕込み、調理全般�②調理、洗い場等
資　格▶和食調理経験者
給　与▶①月30〜35万円 ②月20万円〜
時　間▶�11:00〜23:00の間でシフト制
休　日▶日曜、祝日を含め月6〜8日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、各種手当有、制服貸与

調
理
師

◆正社員
給　与▶�経験者/月25万円〜 未経験者/月20万円〜 

※委細面談
時　間▶�13:00〜23:00の間でシフト制
休　日▶日曜、祝日を含め月6〜8日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、各種手当有、制服貸与
◆パート
給　与▶�時給1,050円〜  

※22時以降/時給1,312円〜
時　間▶�17:00〜23:00の間で実働3〜6h
勤　務▶週1〜6日
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与

《ホールスタッフ共通項目》
仕　事▶�接客、配膳、会計、片付け等
資　格▶経験者優遇

ホ
ー
ル
ス
タ
ッ
フ

千歳市幸町
2丁目3-2さんが

日本料理

ゆきあかり山河

千歳 正 調理正 パ ホールパ 洗い場･調理補助

千歳市若草1丁目24-2

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-25-5243
株式会社北海道クリエイト

受付/9〜17時
担当/半澤

仕　事▶�LEDの設置、ハンダ付け、商品の発送、�
ライトの分解、部品のクリーニング等の作業

資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶�時給865円〜
時　間▶�9:00〜17:00の間で5h程度
勤　務▶�週3〜5日
休　日▶�土日祝

お子様の学校行事等、急なお休みにも柔軟に対応☆
主婦の方主婦の方活躍中！活躍中！
千歳 パ 自動車部品製造スタッフ

俺
と
一
緒
に
探
そ
う
ゼ
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＼仕事探すなら／

履歴書 ( 写真貼付 ) を郵送ください。
追って面接日をお知らせします。

勤務先

〒066-0028�千歳市花園5丁目7-3-103シダックス大新東ヒューマンサービス㈱ 千歳営業所

［担当］石岡☎0123-42-1831

千歳市立認定こども園 つばさ千歳市立認定こども園 つばさ
千歳市花園4丁目3-1千歳市花園4丁目3-1

仕　事▶�シフト作成、帳票作成、�
月1回給食会議の参加、�
調理・調理補助・洗浄・清掃�

資　格▶�栄養士もしくは管理栄養士で実務経験３年以上、
65歳未満（定年雇用止めの為）

給　与▶ 月170,000円＋精皆勤手当6,000円+責任者
手当5,000円＋（資格手当…栄養士3,000円、 
管理栄養士30,000円） 
※賞与年２回（200,000〜300,000円）

時　間▶7:30〜16:30
休　日▶�週休2日

仕　事▶�調理・調理補助・洗浄・清掃�
資　格▶�不問、65歳未満（定年雇用止めの為）
給　与▶ 時給900〜920円 

+交通費規定支給（当社規定による）
時　間▶�①8:00〜11:30　②8:00〜13:30�

③8:00〜15:30　※シフト制
休　日▶�週休3〜4日（週20〜30h程度）

《共通項目》待　遇▶社会保険完備、交通費支給、制服貸与

調理責任者（契約） 調理員（パート）

給食調理員給食調理員  募集!!募集!!
栄養士…月184,000円

管理栄養士…月211,000円

千歳 契 パ 調理

《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

●家族・教育手当  ●産休・育休  ●研修旅行
●従業員食堂  ●グループ施設割引  ●寮完備 等

アルバイト
食器洗浄

［正］和食調理
仕　事▶�水の謌内レストランでの調理
資　格▶�64歳以下（定年雇止めの為）、調理師免許
給　与▶�月221,250〜332,500円+諸手当　 

※固定残業代(40h分)/50,250〜75,500円含む 
（40hを越えた場合は別途支給）

時　間▶��6:00〜22:00の間で実働8h程度�※残業有�
※1ヶ月単位の変形労働時間制

勤　務▶�月20〜24日（年間休日105日)
待　遇▶�各社保完備、車通勤可、昇給有、賞与年2回、交通費

実費支給（規定有）、退職金制度有（勤続5年以上）、
有給休暇、試用期間3ヶ月有

福利厚生
充実

［ア］食器洗浄
仕　事▶�食事会場で使う食器洗浄作業を担当。他調理の補助業務

(食材の下処理や盛付等）をお願いする場合もあります。
資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶�時給1,000円〜 ※22時以降/時給1,250円〜
時　間▶��15:30〜22:00の間で5.5h�※残業の場合有
勤　務▶週3〜5日�※応相談
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費実費支給�

（規定有）、千歳市内送迎有、�
車通勤要相談、試用期間3ヶ月有

しこつ湖鶴
つるが

雅リゾートスパ 水
みず

の謌
うた〒066-0281

千歳市支笏湖温泉

担当/湊谷
(ミナトヤ)☎0123-25-2211

お気軽にお電話ください。全員と面接致します。

正社員
和食調理

時給1,000円〜

時間・勤務
応相談!

千歳 正 調理ア 食器洗浄
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