
2021 年 10 月 1 日（金）ちゃんと 10

［正職員］保育士
資　格▶��保育士
給　与▶��月給150,000円～
時　間▶�①8:00〜16:30�②10:30〜19:00
休　日▶�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。

［パート］保育士
資　格▶��保育士もしくは子育て支援員研修修了者
給　与▶�保育士免許あり/時給1,000円 

�保育士資格なし/時給950円
時　間▶�8:00〜19:00の間の5h程度（応相談）
休　日▶�勤務日数応相談

［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）

［パート］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▶�時給950～1,000円
時　間▶�7:00〜19:30の間で応相談
休　日▶�勤務日数応相談

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‼（準世帯想定、夜勤手当、交通費は含まず）

★ダブルワーク･兼業OK‼ （※申請制）

ホームページにて、
求人情報随時更新中♪

千歳 正 パ 保育、介護

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

千歳市美々�新千歳空港ターミナルビル内
【HP】https://www.marukoendh.com/

担当/今野☎0123-46-5843

資　格▶未経験者歓迎
時　間▶�7:30〜20:00�※実働8h�

（現在は時短営業中のため、8:00〜18:00）
休　日▶�月7〜8日
給　与▶�時給1,050円～  

※試用期間有/時給950円 
★経験により優遇します。

待　遇▶�各社保完備（勤務による）、交通費規定支給、�
制服貸与、正社員登用制度有

港町市場 新千歳空港店

店頭販売スタッフ募集店頭販売スタッフ募集

パート

千歳 パ 店頭販売

� 電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

作業作業スタッフスタッフ短期

株式会社　北海道支店
■一般労働者派遣(派13-01-1084)　〒060-0013 札幌市中央区北13条西18丁目1-8

◆倉庫内での馬鈴薯の選別作業 （案件No.M-002361）
仕　事▶�傷物や変形･変色品を取り除いていただきます。�

幅広い年齢層が活躍中です。
期　間▶10月初旬〜12月中旬
時　間▶�8:30〜17:30
給　与▶�時給900～940円
勤　務▶週2〜4日（シフト制）�※応相談
勤務先▶�千歳市東丘（東千歳）
待　遇▶�車通勤可（交通費規定支給）

送迎有

☎011-640-7003
（受付時間�平日9:00〜18:00）土日定休

（代表）
（採用担当）

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
お問い合わせは携帯電話まで。面接は希望地で行います。

080-6803-9493

千歳 派 馬鈴薯の選別作業

勤務先▶�恵み野ハイム（恵み野北3丁目1-2）�
若草ハイム（恵み野北3丁目1-4）

給　与▶�時給920円
時　間▶�①6:30〜9:30�②16:00〜19:00�

③16:00〜20:30�④17:30〜20:30
休　日▶�日曜・祝日、他シフトによる�※春・夏・冬休み有
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、有給休暇有

年齢・性別不問!年齢・性別不問!
学生寮での調理業務

まずはお電話ください。

ジケイ・スペース株式会社
☎0123-36-2271

〒061-1373�恵庭市恵み野西2-2-11

恵庭 パ 調理

業務拡大につき3名募集（正・パ合わせて）

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

セーフティ&エコロジー、トランスポート&ツーリズム

トランスパック株式会社

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!◆正社員

◆パート

給　与▶�月200,000円～
時　間▶��8:00〜17:00

給　与▶�時給890円
時　間▶9:00〜17:30（実働4〜8h）
《共通項目》
資　格▶フォークリフト免許
休　日▶日曜、他
待　遇▶�社保完備（正社員のみ）、�

交通費規定支給、制服貸与

倉庫内作業員
正社員 パート

千歳 正 パ 倉庫内作業

勤務先▶千歳乃湯�えん（千歳市真々地3丁目）
仕　事▶男女脱衣所･浴場内の巡回清掃
資　格▶未経験者歓迎
時　間▶�13:30〜21:50の間で実働3〜4.5h
給　与▶時給900円～ ※18時以降/時給960円
勤　務▶シフト制�※日数要相談�※年中無休
待　遇▶労災保険、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

清掃員清掃員
募集!!募集!!

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☎0123-24-0800
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡

親切･丁寧に指導いたしますので未経験者でも安心！

千歳 パ 清掃

まずはお電話ください！
 詳しくは採用担当：葉多埜・髙橋まで。

未経験大歓迎！もちろん即戦力も可。まずはお話しましょう。

仕　事▶「Q人ナビ」「ちゃんと」の紙面・広告制作
給　与▶�月200,000円以上 ※経験により優遇
資　格▶�Illustrator・Photoshopを使える方�

（InDesign使用できれば尚可）�
★Webの基本知識ある方尚可

時　間▶�9:00〜18:00（休憩100分）�
※月曜日は若干の残業があります。

休　日▶日曜日、他4週6休（シフト制）
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�

昇給・賞与有（業績による）、諸手当有、�
車通勤可、試用期間1ヶ月位有

☎0123-27-0911
■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

〒066-0073 千歳市北斗4丁目13-20

幅広い年齢層が活躍中！ デザイナー募集

千歳 正 デザイナー

☎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。

千歳市幸町
2丁目3-2さんが

日本料理
ゆきあかり山河

正社員
募集

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

◆ 調理師

仕　事▶�接客、配膳、会計、片付け等
資　格▶経験者優遇
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

◆ ホールスタッフ
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

共通
項目

千歳 正 調理、ホール

《新千歳空港共通項目》
給　与▶時給890円
待　遇▶交通費規定支給、車通勤不可

■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

時　間▶�7:00〜11:00（実働4h）
勤　務▶月24日程度　※週5〜6日完全シフト制

◆アネックスビル（新千歳空港施設内）

時　間▶�15:00〜18:00（実働3h）
給　与▶�時給890円
勤　務▶木、金、土（祝日は休み）
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、車通勤可

◆島松保育園（島松本町4丁目）

清掃清掃スタッフスタッフ  
募集!募集!

時　間▶�9:30〜14:30（実働4.5h）
勤　務▶月21日程度　※週4〜5日完全シフト制

◆客室清掃（新千歳空港施設内）

未経験者
歓迎!!

千歳・恵庭 ア パ 清掃

期　間▶長期
時　間▶6:00〜15:00、18:00〜翌3:00
給　与▶�時給1,000円（22時以降深夜割増有）
休　日▶週休2日（シフト制）、年末年始

期　間▶長期
資　格▶車通勤できる方
時　間▶�8:00〜17:00　�

※希望者は夜勤もOK（19:00〜翌4:00）
給　与▶�時給950円（夜勤時、深夜割増有）
勤　務▶日曜･祝日、土曜（隔週）

コンビニのパン製造（焼き・トッピング・包装） 恵庭市恵南

期　間▶長期
時　間▶�①12:00〜21:00�②9:00〜18:00�※①②選択可
給　与▶�時給950円
休　日▶週休2日　※固定休み、曜日相談可

東洋ワーク株式会社 札幌市豊平区美園3条3丁目1-27
■業務請負業・労働者派遣（派04-010080）

Web応募も出来ます! 詳しくはこちら! ▲

作業スタッフ
募集

家具家電付寮あり！！家具家電付寮あり！！
2ヶ月間寮費無料 1R0120-1040-99

面接はお住まいの地域で行います。
お気軽にご応募ください。

待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�
週払い制度有(規定有)、入寮対応可

共通
項目

食品プラ容器の検品・梱包 千歳市上長都

清涼飲料水の製造 恵庭市戸磯

★男女男女共に活躍中!共に活躍中!
★短期短期･･長期長期で働ける♪で働ける♪

★JRサッポロビール庭園駅から徒歩10分

千歳・恵庭 派 製造、検品・梱包

工場内作業スタッフ

千歳市上長都1061-2 ㈱IHIアグリテック内
三好梱包商事㈲ 千歳事業所

お電話の上、面接時に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-4368

◆農業機械の梱包・組立作業等

勤務先▶�千歳第３工業団地(株)IHIアグリテック構内
資　格▶�39歳以下（省令3号のイにより制限）
給　与▶�月給200,000～220,000円
時　間▶�8:00〜17:00（実働8h）
休　日▶�土・日曜・祝日�

（年間所定休日121日）
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、�

有給休暇有、作業服・安全靴貸与

★親切指導で未経験者でも安心！

正社員 月給20～
　　22万円

千歳 正 工場内作業スタッフ

〒061-1413
恵庭市本町113-1

デイサービス きたえるーむ恵庭

パート 看護師
仕　事▶バイタルチェックや体調管理､介護業務
資　格▶看護師または准看護師資格
給　与▶�時給1,250円～（経験により考慮）
勤　務▶週2日〜（シフト勤務）
時　間▶�9:00〜16:00
休　日▶日曜・祝日、お盆・年末年始
待　遇▶制服有､昇給有､交通費規定支給

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。

受付/9〜18時　担当/関澤
☎0123-25-6207

日数・曜日日数・曜日 ご相談
ください！

恵庭 パ 看護師

販売販売スタッフスタッフ募集!募集!

勇払郡安平町
早来富岡210-20

仕　事▶�花と野菜の直売所「サックルズファーム」での
店内業務（レジ打ち、商品の陳列、袋詰めなど）

資　格▶�未経験者・経験者ともに歓迎、�
車通勤できる方（公共交通機関が少ない為）

給　与▶��時給900円〜
時　間▶8:30〜17:00の間で実働7h（休憩1h）
休　日▶月10日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、有給休暇、�

社員割引有

受付/平日9:00〜17:30　　担当/笠井
☎0145-26-2800
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

パート アルバイト

明るく明るく
和気あいあい和気あいあい
とした職場です!とした職場です!

未経験者歓迎

安平 ア パ 販売

一緒に作ろう、地球に優しい発酵攪拌機（かくはんき）！

千歳市駒里2246-30
天神製作所 北海道工場

給　与▶�日給8,000～10,000円 
※試用期間/日給7,500円

資　格▶未経験歓迎、経験者優遇、要普通免許
時　間▶8:00〜17:00（実働7.5h）
休　日▶日曜、祝日、土曜は隔週
待　遇▶�各社保険完備、賞与年2回、交通費規定支給、車通勤可

機械製造・組立正社員

株式
会社

新千歳空港から車で10分程度

未経験者は簡単な
作業からスタート徐々に徐々に

ステップアップステップアップ
していきます!!していきます!!

まずはお気軽にお電話ください。

《担当》河野☎0123-28-7511

基本的なPC操作が出来る方へ

事務経験者事務経験者

給　与▶�時給900円
資　格▶経験者優遇、基本的なPC操作が出来る方
時　間▶9:00〜16:00（実働6h）
休　日▶土･日曜、祝日
待　遇▶�各社保険完備、制服貸与、�

交通費規定支給、車通勤可

事務全般パート

女性活躍中‼

優
遇

千歳 正 機械製造、組立パ 事務
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