
2021 年 8 月 20 日（金） ちゃんと15

■総合施設管理

千歳市美々新千歳空港内 ターミナル アネックスビル2F
千歳支店

受付/9〜17時
※日・祝を除く

日興美装工業㈱

まずはお電話の上、面接の際に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-1171☎0123-22-1171

清掃清掃スタッフ募集!!スタッフ募集!!
◆千歳市北光2丁目
時　間▶ ①6:00～10:00（4h） ※月～金曜 

②7:00～9:00（2h） ※日曜のみ
勤　務▶ 週2日～（シフト制） ※応相談
◆千歳市長都駅前3丁目
時　間▶8:00～10:30（2.5h）
勤　務▶月～金

《共通項目》
仕　事▶院内の清掃　　　給　与▶時給890円
待　遇▶交通費規定支給、車通勤応相談

千歳 ア パ 清掃

★千歳・恵庭から車で20〜30分程度、静かな道で快適通勤♪

仕　事▶ 調味料の包装作業、パレットへの移動等
資　格▶ 未経験者歓迎、フリーター・主婦（夫）歓迎、 

車通勤できる方
給　与▶ 時給915円～
時　間▶ 10:00～16:00（実働5h、休憩1h）
休　日▶ 土日祝、他会社カレンダーによる
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、無料駐車場有、 

作業服貸与、有給休暇

女性多数活躍中!女性多数活躍中!
千歳・恵庭在住千歳・恵庭在住のの 扶養内扶養内

OKOK
職場 職場 

見学OK見学OK

まずはお電話ください。

☎0145-22-3452 担当/佐々木

勇払郡安平町早来富岡254-6 
東海物産㈱北海道工場
■調味料探究会社

カンタン作業! イチから丁寧に教えます★

安平 パ 食品梱包作業

勤務先▶JR新千歳空港駅
仕　事▶ 駅舎内全般の清掃 

（男女・バリアフリートイレ含む）、ゴミの収集・分別、他
時　間▶ ①8:50～12:50（実働4h） 

②12:50～19:50（実働6h、休憩1h） ※シフト制
給　与▶時給875円 ※試用期間3ヶ月有（同条件）
勤　務▶4週6休 ※シフト制、応相談
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇、交通費規定支給、制服貸与
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。担当/安藤

北海道クリーン・システム㈱ 札幌鉄道支店 空港営業所
千歳市美々JR新千歳空港駅舎内■JR北海道グループ

☎0123-45-7160 080-2877-3015

駅舎清掃スタッフ駅舎清掃スタッフ
募集!募集!★女性活躍中!

千歳 パ 清掃

千歳市桜木3丁目1-1
ラブアリス千歳桜木児童通所支援センター

利用者さまの増加に伴い増員募集増員募集です！

資　格▶ 教員免許、保育士、児童指導員要件を満たす方、 
無資格でも応募可

時　間▶13:00～18:00 ※他の時間も相談可
給　与▶ 有資格者/時給1,000円～ 

無資格者/時給950円～
勤　務▶週2日～
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、試用期間6ヶ月有

☎0123-23-0081採用担当

まずはメールかお電話でご連絡ください。

lovealice.chitose@gmail.com

★言語聴覚士も同時募集/月22万円～

1人1人に目が届く、安心できる環境を目指しての募集です。
スタッフの働きやすさも大切にしています。

千歳 パ 児童デイサービススタッフ

※詳しくはお気軽に 
　お問い合わせくださいませ。

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
千歳市平和1006-1385

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!車両増車のため

●安定した仕事量!
●�異業種からの�
転職者も歓迎！

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▶未経験者歓迎、経験者優遇 
休　日▶ 日祝、他
待　遇▶各社保完備 

正社員募集!正社員募集!
トラックドライバートラックドライバー

千歳 正 ドライバー

仕　事▶入居者様の介護・生活介助・生活部門の整理等
時　間▶ 日勤/7:00～20:30（実働8h、休憩1h） 

夜勤/ 16:00～翌8:00（実働14h、休憩2h）  
※月4～5回

休　日▶ 週休2日制 ※年間休日120日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

有給休暇有
勤務先▶ 特別養護老人ホーム　やまとの里 

（千歳市大和4丁目2-1）

資　格▶ 介護福祉士（実務経験5年以上）
給　与▶ 月165,000～300,500円 

（年齢・経験に応じて支給） 
+夜勤手当 
※資格手当含む　 
※賞与年2回（3.4ヶ月分）

共
通
項
目

応募
社会福祉法人

千歳福祉会
〒066-0066
千歳市大和4丁目2-1

採用担当/中尾 
（受付/9:30～17:30）

介護職員 募集正職員･準職員

特別養護老人ホーム 暢寿園のスタッフも同時募集!

正
職
員

準
職
員

資　格▶介護職員初任者研修修了者（ヘルパー2級）必須
給　与▶ 月149,250～254,250円 

+夜勤手当（10,000円/回) 
※賞与年2回（2.55ヶ月分） 
※介護福祉士手当5,000円

●お仕事の内容･待遇など、その他小さなことでも
　お気軽にお問い合わせください！

夜勤の可否
対応可能!

扶養・住宅・
寒冷地手当

支給

☎0123-49-6805☎0123-49-6805

処遇改善手当、特定処遇改善手当 
合計81,000～100,000円（偶数月支給）

千歳 正 準 介護職員

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

〒066-0034 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

千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F㈱アスクゲートノース 当社は「社団法人 日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号 派01-300587
24時間受付OK！ お気軽にお電話ください。 0120-172-6420120-172-642

アスクゲートノース

短期短期・・長期長期のお仕事あります!のお仕事あります!
WEB面接WEB面接も可能です。も可能です。
まずはお気軽にお問合せ下さい。まずはお気軽にお問合せ下さい。

●�●�送迎送迎や、や、住み込み寮住み込み寮など�など�
待遇面でのご相談も可能です。待遇面でのご相談も可能です。

1Rタイプも1Rタイプも
空きあります。空きあります。

給　与▶ 時給1,000円～ 
送迎兼任/時給1,200円～

時　間▶ 12:00～21:00 
※1～2h程度残業有

期　間▶長期（ 8月20日～更新制）
休　日▶ 日曜・他シフト制 

※出勤日数相談可

★出勤日数相談可!

パスタの製造・検品・包装

時給1,000円〜
長期

《恵庭市》

給　与▶ 時給1,000円～
時　間▶ 8:30～17:30  

※残業や変動の可能性有
期　間▶ ①9月～12月末 ※延長の可能性有 

②即日～10月中旬
休　日▶ ①日曜・他シフト制 

②シフト制 
※①②ともに出勤日数相談可

待　遇▶交通費規定支給

★男女共に活躍中!

野菜の選別・袋詰め

時給1,000円〜
①9月～12月末　②即日〜10月中旬

《①恵庭市　②千歳市》

給　与▶ 時給1,100～1,200円
時　間▶ ①②8:00～17:00 

※変動の可能性有 
③9:00～17:00

期　間▶ ①②即日～10月末 ※延長の可能性有 
③長期

休　日▶ ①②週1～2日　※シフト制 
③土･日曜

資　格▶フォークリフト免許

★有資格者歓迎!

リフトオペレーター

時給1,100〜1,200円
①②即日〜10月末　③長期

《①千歳市　②長沼町　③恵庭市》

給　与▶ 時給1,050円～
時　間▶ 7:40～17:00（実働8h）
期　間▶ 8月中旬～9月下旬  

※年末まで延長の可能性有
休　日▶日曜・他シフト制
待　遇▶自力通勤者交通費規定支給

★繁忙期のため、増員募集!

シリアル・スイートコーンの製造

時給1,050円〜
8月中旬～9月下旬

《由仁町》

給　与▶ 時給1,000円～
時　間▶ 8:00～17:00
期　間▶即日～11月末
休　日▶ 週休2日制 

※工場カレンダーによる

★新着求人！

商品の仕分け･箱詰め

時給1,000円〜
即日〜11月末

《千歳市》

千歳・恵庭・他 派 製造、検品、包装、選別、袋詰め、リフトオペレーター

★長都店はレジ部門も募集中です。

◆水産
☎26-6660

千歳市日の出1丁目1-66
千歳店

Web応募
はコチラ

応募☎23-7667
千歳市勇舞8丁目1-1

長都店
Web応募
はコチラ

◆水産
給　与▶ ［一般］時給911円  

［学生］時給871円 
時　間▶ ①7:30～12:30 ②13:00～17:00

資　格▶土日出勤できる方
給　与▶ ［一般］時給917円 ［学生］時給871円 
時　間▶ 7:00～15:00(休憩1時間)
勤　務▶週4～5日◆食肉

給　与▶ ［一般・学生］時給871円
時　間▶ 8:30～13:00 ※応相談

応募

◆食肉
資　格▶土日出勤できる方
給　与▶ ［一般］時給877円 ［学生］時給871円 
時　間▶8:30～13:00
勤　務▶週4～5日

土日出勤ができる方限定

[応募］希望の店舗に電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。担当/店長 ㈱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

お寿司・惣菜製造のお手伝い

★千歳店はデリカ・ベーカリー部門も募集中です。

千歳 ア パ 水産、食肉

お店を盛り上げてくれる新しい仲間を大募集!

みんな大歓迎!

仕　事▶ ハンバーガー類の製造・販売等 
12月からは新店舗（千歳市新富3丁目）で 
働いていただきます。

資　格▶ 高校生以上～ 
給　与▶ 時給900円 ※22時以降/時給1,125円～ 

★土日は時給100円UP!!
時　間▶ 6:00～25:00の間で1日4h～ 

※勤務時間は面接時に相談OK
勤　務▶ 週2～3日程度 

※家事や学業との両立ができます。
待　遇▶ 各社保完備、昇給有、車通勤可、従業員食事 

補助有、前給制度有（規定有）、社員登用有

☎0123-40-8781応
募

［担当］
採用担当係

マクドナルド 36号千歳店 千歳市錦町3丁目10-1

学生さん ●学業との両立
●テスト休み

フリーター ●たくさん働きたい
●WワークOK

主婦（夫）

カフェ業務
経験者･未経験者
ともに歓迎♪

●子育て中の方など
　急なお休みにも対応

グランドオープン!につき（12月予定）

スタッフ増員募集!!スタッフ増員募集!!
マクドナルド

千歳 ア パ 店内業務全般
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