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資　格▶ 介護職員初任者研修修了以上、経験者優遇
給　与▶ 正/月230,000円　 

パ/身体介護:時給1,900円～　 
　 生活援助:時給1,400円～

時　間▶  当社規定による　※シフト制
休　日▶ 週2日
待　遇▶ 各社保完備、交通費全額支給、車通勤可、 

昇給年1回、有給休暇、正社員のみ賞与年2回
勤務先▶千歳市、恵庭市

千歳市住吉3丁目16-11
写真付履歴書を
ご郵送ください。

【問合せ】 080-9976-1030　担当/鈴木

合同会社 YAKUDACHI

訪問介護
スタッフ募集!

千歳・恵庭 正 パ 訪問介護

直行直帰OK

Qua ity & Discount 恵庭市黄金南
6丁目10番地4

まずはお電話でお問い合わせください。
後日面接日をご相談させていただきます。 

担当/採用係☎39-5555

◆レジ《学生歓迎》
時　間▶ ①16:00～21:00 
　　　　②17:00～22:00
◆惣菜
時　間▶ 8:00～13:00

《共通項目》
給　与▶ 時給899～924円（学生/時給889円～）
勤　務▶ 日数・休日応相談
待　遇▶ 有給休暇、制服貸与、雇用保険、交通費規定支給

日数・休日
応相談！ 

恵庭 ア パ レジ、惣菜

〒066-0055 千歳市里美2丁目1-5
《問い合わせ》☎0123-49-7788 〈担当〉坂下

資　格▶ 55歳まで ※キャリア形成のため 
給　与▶月220,000～240,000円
時　間▶当社規定による

プロドライバー大募集
募
集10名写真付履歴書をご郵送ください。

書類選考後、ご連絡いたします。

千歳 正 バスドライバー

 男女ともに活躍中!

(株)東洋実業 恵庭営業所
恵庭市黄金中央1丁目13-11  クレール黄金1F

応募☎33-8225 ［担当］
採用係

◆施設警備/車両の入出庫受付、簡単なPC操作有
時　間▶ ①9:00～18:00 ②18:00～翌9:00 

③9:00～翌9:00 ※シフト制
勤　務▶ 月14日程度
給　与▶ 月給170,000円以上
待　遇▶ 社会保険完備、有給休暇、制服貸与、交通費規定支給
勤務先▶千歳市泉沢/TAA北海道会場

170,000円月
給

以上!!

千歳 契 施設警備

北海道クリーン開発㈱ 〒053-0016
苫小牧市寿町2丁目3-14

（田口）

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。

未経験者歓迎！！

0120-03-6323
　080-2871-5294

千歳 パ 清掃

◆ちとせモール
時　間▶ 14:30～19:30　※シフト制
勤　務▶ 週5日程度
給　与▶時給889円
資　格▶未経験者歓迎
待　遇▶ 労災保険、制服貸与、 

交通費規定支給、車通勤可

勤務日数 相談可！！

電話連絡の上、写真付 
履歴書をお持ちください。 
委細は面談にて。 

新型コロナウイルスの感染予防対策をしています。

ローソン自衛隊北千歳駐屯地店 千歳市北信濃724

◆北千歳駐屯地内店舗
仕　事▶店内業務全般
資　格▶  車通勤可能な方、 

ダブルワーク・シニア・学生可
時　間▶ ①6:00～11:00 ②6:00～13:00  

③11:00～20:00 ④17:00～20:00
給　与▶ 時給920円
勤　務▶  週2日～ ※応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、社会保険有
勤務先▶ 陸上自衛隊北千歳駐屯地内（千歳市北信濃724） 

※中央バス「北千歳駐屯地前」停すぐ

☎22-2241
（東千歳駐屯地内店舗）

Wワーク
シニア
学生ＯＫ!!

駐屯地内の 
ローソンで
働こう!!

普段は入れない場所で、ちょっと働いてみませんか？
千歳 パ 店内業務

デザイナー募集

下記住所へ写真付履歴書をお送りください。

★未経験者も応募可！
★ もちろん、 
即戦力も大歓迎！

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の知識がある方尚可

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 《採用担当》葉多埜・髙橋
〒066-0073 千歳市北斗4丁目13-20

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

千歳 正 デザイナー

★WワークOK‼

たくさん働きたい!
扶養内勤務希望! 日数応相談

◆客室清掃
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給890円～
時　間▶9:30～15:00
勤　務▶週3～4日 ※土日のみの勤務可

千歳市千代田町2-2-10

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-24-2111
ホテルウィングインターナショナル千歳

待　遇▶ 社保完備（勤務による)、 
交通費規定支給、 
車通勤可、エプロン貸与

共通
項目

◆調理補助・ホールスタッフ

仕　事▶ 朝食の簡単な調理補助、 
ホール業務 ※兼任も可

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給1,000円～ ※早朝手当有
時　間▶4:30～10:00 ※状況により変動有
勤　務▶週3～4日 ※応相談

朝の時間を有効に活用できます。

千歳 パ 調理補助、ホール業務、清掃

〒061-1395
恵庭市恵み野西2丁目3-5

社会医療法人 北晨会

恵み野病院
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-36-7555 受付/9～17時
担当/看護部長 佐藤

正職員募集
恵み野病院社会医療法人 北晨会

仕　事▶ 外来での看護業務全般
資　格▶ 看護師免許
時　間▶ 平日/8:40～17:15 

第1・3・5土曜/8:40～12:15 
※当直（16:45～翌9:00） 
　月に2回程度有

給　与▶ 月217,500～316,000円 
（各種手当含む）+当直手当、残業手当

休　日▶ 日曜、祝日、第2・4土曜、他月に1日休み有

外来看護師 看護助手

仕　事▶ 患者移送、案内、検体運搬、リネン交換、 
物品補充、食事介助等

資　格▶不問
時　間▶ 日勤/8:40～17:15　 

夜勤/16:40～翌9:15 
※夜勤月に4回程度有

給　与▶ 月154,300～200,000円 
（各種手当含む）+夜勤手当、残業手当

休　日▶ シフト制（年間121日）

待　遇▶ 各社保完備、賞与年2回（昨年度実績3.95ヶ月分）、 
退職金制度（3年以上勤務者）、通勤手当（上限45,000円）、 
昇給有、リフレッシュ休暇有、車通勤可

共通
項目

パートさんも同時募集　時給1,350円～
※詳細はお気軽にお問い合わせください。

24時間対応の院内保育所有!  
子育て世代も安心して働けます。

恵庭 正 看護師、看護助手

送付先

［応募］ 右記の応募書類をご郵送ください。追ってご連絡致します。 
応募封筒に「保育教論に応募」と朱書きしてください。

〒061-1449 恵庭市黄金中央５丁目196-1 学校法人鶴岡学園総務部総務課宛

恵庭市漁町
396番地

学校法人 鶴岡学園 幼保連携型認定こども園

北海道文教大学附属幼稚園
［ご見学について］ こども園/☎0123-29-6317（平日9:00～18:00）
［他採用について］ 事務局/☎0123-34-0019（平日8:45～17:30）

①履歴書（写真付） ②職務経歴書 ③免許状の写し

恵庭 臨 パ 保育教諭

★応募前に幼稚園を見学しませんか？お気軽にご連絡ください。★新卒者・転職ともに大歓迎! ブランクがある方もサポートしますので、安心してご応募ください!

園での遊びや生活の中で、子どもだけで
なく大人にとっても「楽しいこども園」

でありたいと願っています。

一緒に楽しく働きませんか！

幼保連携型認定こども園

保育教諭募集!!

仕　事▶ 認定こども園での保育業務及び保育に関する業務全般
資　格▶  保育士資格、幼稚園教諭
給　与▶ 鶴岡学園職員給与規程による ※経験により優遇 

幼稚園一種/月198,465円～ 
幼稚園二種/月178,926円～ 
+各種手当有

時　間▶  7:15～19:15の間で8h（週40h）
勤　務▶ 4週6休 ※シフト制 ※土曜勤務有
休　日▶ 日曜・祝日、年末年始（12月29日～1月3日）、 

別途特別休暇制度有
待　遇▶ 私学共済（健康保険・厚生年金）、雇用・労災保険、 

交通費規定支給、車通勤可、昇給年1回

共
通
項
目

◆保育教諭【常勤臨時職員】
期　間▶ 令和4年4月1日～令和5年3月31日 

※任期終了後、勤務実績に応じて更新有

6名募集

常勤臨時職員
期限付専任職員

◆保育教諭【期限付専任職員】

令和3年4月に開園した新しいこども園です♪

●0～5歳児の6クラス　●定員110名

管理栄養士・看護師が常駐し、子どもたちの 
「楽しい！」に丁寧に向き合っています。

●3～5歳児クラスは縦割り保育を取り入れています。
●モンテッソーリ教育の考え方を基本とした保育をしています。

期　間▶ 任期3年 
※任期終了後、勤務実績に応じて期限なし専任登用の途有

●採用日応相談/2名 
●翌4月1日付採用/1名

北 海 道 文 教 大 学 附 属 幼 稚 園

手当・待遇が充実！
●扶養手当… 配偶者/月6,500円　 

子/月10,000円
●住宅手当…最大月28,000円
●寒冷地手当…月8,700円～（11～3月）

●昇給年1回（1月1日付）　●育休、産休制度有（実績有）
●結婚、出産祝金有　 
●賞与年2回（6月・12月）　※採用区分等により調整有
●処遇改善加算有（キャリアに応じて配分）

期限付 
専任職員

常勤臨時・ 
期限付専任
共通

24時間受付OK！ 
お気軽にお電話ください。 0120-172-642

給　与▶ 時給1,000円～
時　間▶ 7:00～15:00 

※時間変動の可能性有
期　間▶長期
休　日▶週休2日 ※シフト制

1,000

給　与▶ 時給1,000円～
時　間▶  ①5:00～10:00 

②9:00～15:00 
※ 時間変動の可能性有

期　間▶長期
休　日▶シフト制（相談可能）

1,000

千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F
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㈱アスクゲートノース

給　与▶ 時給950円～
時　間▶ ①13:30～18:00 

②18:00～22:00 
③18:00～翌3:00

期　間▶即日～12月末
休　日▶水、日

950

千歳・恵庭 派 調理補助・客室清掃、検品、包装


