
2021 年 12 月 17 日（金）ちゃんと 10

Web応募
はコチラ

☎23-7667
千歳市勇舞8丁目1-1

長都店

応募

㈱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

青果青果
スタッフ募集!!スタッフ募集!!

★両店とも他部門も募集中です！
希望の店舗に電話連絡の上、

写真付き履歴書をお持ちください。

給　与▶�［一般・学生］時給890円
時　間▶�13:00〜17:00（応相談）

給　与▶�［一般］時給893円 
［学生］時給890円

時　間▶�8:00〜12:00（応相談）
勤　務▶週4日

一緒に働こう!

応募

恵み野店
恵庭市恵み野西3丁目1

☎36-2980
Web応募
はコチラ

千歳・恵庭 ア パ 青果

北海道クリーン開発㈱ 〒053-0016
苫小牧市寿町2丁目3-14

（田口）応 募

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。

ショッピングモールのショッピングモールの
清掃スタッフ清掃スタッフ

未経験者歓迎！！

0120-03-6323
　080-2871-5294

千歳 パ 清掃

◆スーパーアークス千歳店
時　間▶�7:00〜10:00、13:00〜17:00��

※シフト制
勤　務▶�週4日程度
【共通項目】
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

◆ちとせモール
時　間▶�14:30〜19:30　※シフト制
勤　務▶�週5日程度

勤務日数 相談可！！

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

担当/越智☎0123-46-5843

給　与▶�正/月給20万円 
　 ※試用期間有/同条件 
　 （固定残業代4万円含む）�
パ/時給1,050円〜  
　 ※試用期間有/時給950円 
　 ★経験により優遇します。

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
待　遇▶�各社保完備（勤務による）、交通費規定支給、�

制服貸与、パートは正社員登用制度有

港町市場 新千歳空港店

店頭販売スタッフ募集

� 電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

急募!急募!

★幹部候補も同時募集
【給与】月給25万円〜(経験年数による) ※試用期間有

初心者初心者
歓迎歓迎

千歳 正 パ 店頭販売

社会医療法人社団 三草会　千歳桂病院  千歳市蘭越97-2　　http://www.chitose-katsura.or.jp/

時　間▶�①8:45〜17:00（休憩1h）　�
②16:45〜翌9:00（休憩2h）�
※①②交代シフト制�※夜勤は月に4回程度�※残業なし

休　日▶�4週6休、他（年間休日110日程度）�
※有給休暇・年末年始・�
　リフレッシュ休暇（年3日）・慶弔休暇有

待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給（月3万円迄）、
車通勤OK、職員食堂（1食350円）、退職金
制度、財形貯蓄制度、賞与4.3ヶ月（年間）、�
入職お祝金有（10万円）

共
通
項
目

☎0123-23-2101
chitose-katsura@sansoukai.or.jp

《担当》木戸

詳しくはお問合せください!

正職員募集 JR千歳駅より
職員送迎バス有資　格▶�看護師資格、年齢不問、未経験OK、ブランク有OK

給　与▶�看護師/月給190,000〜240,000円+各種手当 
准看護師/月給160,000〜230,000円+各種手当 
☆職務手当（看護師/月25,000円 
　　　　　  准看護師/月22,000円） 
☆皆勤手当（月8,000円） 
☆夜勤手当（10,000円/回） 
☆冷暖房手当（月1,667〜6,667円）

◆看護師・准看護師

◆介護職員
資　格▶�無資格OK
給　与▶�月給126,000〜145,000円+各種手当 

☆職務手当（月5,000〜10,000円） 
☆皆勤手当（月8,000円） 
☆夜勤手当（7,000円/回） 
☆冷暖房手当（月1,667〜6,667円）

　　　　※賃金は手当を含めて16万円以上になります。
メールでの

お問合せもOK

千歳 正 看護、介護

社会医療法人社団 三草会　千歳桂病院  千歳市蘭越97-2　　http://www.chitose-katsura.or.jp/
☎0123-23-2101 chitose-katsura@sansoukai.or.jp《担当》木戸

詳しくはお問合せください!

仕　事▶�①病棟看護業務�②外来看護業務
時　給▶�正看護師/時給1,500円〜 

准看護師/時給1,200円〜
勤　務▶�①月〜金曜�②月〜土曜�※応相談�

※①は土日勤務できる方も歓迎
時　間▶�①８:45〜17:00の間で応相談�※短時間OK�

②月〜金曜/８:45〜17:00�※応相談　土曜/8：45〜13：00

仕　事▶�病棟介護業務
資　格▶無資格、未経験者OK
時　給▶�時給900〜1,100円
勤　務▶�月〜金曜��

※土日勤務できる方も歓迎
時　間▶�８:45〜17:00の間で応相談��

※短時間OK

看護師 介護職員

メールでのお問合せもOK

JR
千
歳
駅
よ
り

職
員
送
迎
バ
ス
有

★扶養内勤務OK！
★短時間勤務OK！
★ブランク有･未経験OKパートさん募集!!

■看護師 ■介護職員
千歳 パ 看護、介護

◆正社員
時　間▶基本9:00〜18:00�※早出、遅出有
給　与▶�高校新卒/月給171,730円 

25歳以上、大学新卒/月給201,170円 
※残業手当、深夜割増手当（経験・能力等を考慮） 
※委細面談

休　日▶�年間105日、月8〜10日��
※月の勤務日数による

恵庭市戸磯201-20㈱デザートランド 北海道工場

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡「Ｑ人ナビを
見た」とお伝えください！お気軽にお電話を！随時受付♪

応 募 ☎0123-34-0800☎0123-34-0800

【パート】 ◆洗浄・荷受け ◆製造 ◆衛生
時　間▶�①9:00〜18:00（8:00〜17:00）�

②9:00〜18:00
給　与▶�時給970円
勤　務▶シフト勤務可能

恵庭 正 ア 製造パ 洗浄、荷受け、製造、衛生
【正・ア】 洋生菓子の製造全般 

（商品の仕分け・出荷作業、製造準備等も有）

◆アルバイト
時　間▶�①17:00〜22:00��

②7:00〜12:00
給　与▶ 時給1,050円
勤　務▶�月12〜15日�※年中無休のため、シフト制

資　格▶�未経験歓迎
待　遇▶�各社保険完備（勤務時間による）、昇給年1

回、有給休暇制度、産後休暇、育児休暇、制服
貸与、車通勤可、交通費規定支給、�
正社員のみ賞与年2回、�
退職金制度（勤続5年以上が対象）

全
体
共
通
項
目

長期長期

長期長期

㈱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

◆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！

◆コールセンターでのワクチン予約受付
勤務先▶恵庭市恵み野
期　間▶�2022年1月中旬開始予定�

※開始時期変更の可能性有�
※1ヶ月毎の更新制

仕　事▶�電話での予約受付、PC入力業務�
※業務開始前に研修有

資　格▶�PC基本操作できる方、未経験者要相談
給　与▶時給1,100円
時　間▶8:45〜17:15（休憩45分)
勤　務▶�週3〜5日�

※土日休み、勤務曜日固定など相談可能

週払いOK!（規定有）

恵庭 派 コールセンター業務

来社不要！来社不要！
WEB応募WEB応募はは
コチラから▶コチラから▶
※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。

《ウェブサイト》�http://bibigawa.or.jp

〒059-1361 苫小牧市字美沢193番地1
【応募】写真付履歴書をご郵送ください。

☎0144-58-2435
担当：長嶺社会福祉法人 美々川福祉会

仕　事▶�障がい者支援施設での日中活動および�
夜間の生活支援業務等

資　格▶�要普免、高卒以上、PC操作ができる方、�
資格・経験不問、未経験者歓迎

時　間▶�8:45〜17:30（休憩45分）、�
17:00〜翌10:00（休憩120分）��
※1ヶ月単位の変形労働時間制

休　日▶�週1日以上、年間休日/令和2年実績127日、�
リフレッシュ休暇有

給　与▶�月給202,500円〜（処遇改善手当含む） 
※夜勤手当/1回4,000円（月4回程度）

待　遇▶�各社保完備、損害保険有、車通勤可、�
交通費規定支給、退職金制度有

福 祉 資 格 ・ 経 験 は福 祉 資 格 ・ 経 験 は 不 問 ！  不 問 ！  ↓当法人で作っている製品の一部です↓

「人のあたたかさ」を
感じるお仕事です。
ぜひ一度、お話を
聞きに来てください。

美々川せっけん菌床しいたけ

支 援 員 募 集支 援 員 募 集
昇給

制度有

正職員

苫小牧 正 支援員

仕　事▶�半導体チップの外観検査（顕微鏡使用）
給　与▶�時給889円〜 ※試用期間3ヶ月有
時　間▶�8:30〜17:30（実働8h）
休　日▶�年間120日、土・日曜日、祝日�

※土曜日･祝日出勤有（年間5日程度）
資　格▶未経験者歓迎
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、制服貸与、車通勤可

㈱京都セミコンダクター 恵庭事業所
〒061-1405　恵庭市戸磯385-31

女性が女性が
活躍中の 活躍中の 
職場です♪職場です♪

担当/原・宮川☎34-3111
電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。

未経験者未経験者歓迎‼︎歓迎‼︎
ほとんどの方が未経験から始めています★ほとんどの方が未経験から始めています★

半導体チップの

外観検査外観検査
スタッフスタッフ
募集‼︎募集‼︎

恵庭 パ 検査

千歳・その他 派 ①チョコの検品・梱包作業②材料の切断・投入・加工など

★千歳・恵庭から車で20〜30分程度、静かな道で快適通勤♪

食品製造補助作業員《契約社員》
仕　事▶�原材料の前処理、製造機械・器具の洗浄、�

包装作業等。
資　格▶�未経験者歓迎、車通勤できる方
給　与▶�時給1,050円〜　※試用期間3ヶ月
時　間▶�9:00〜17:30　※実働7.5h�

※業務により遅番の場合有
休　日▶�土日祝、他会社カレンダーによる
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

無料駐車場有、作業服貸与、有給休暇

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

安平 契 製造補助作業

長期でしっかり長期でしっかり
　　稼げる!　　稼げる!

職場見学OKです!職場見学OKです! 製造製造
補助補助
作業員募集!作業員募集!

扶養内
勤務
もOK

札幌市中央区北4条西6丁目1番地�毎日札幌会館8階

お気軽にお電話ください!! 担当/富山（とみやま）

0120-10-8224

休　日▶月9日(年間107日)　※応相談
待　遇▶�各社保完備（加入条件有）、制服貸与、交通費�

全額支給（車通勤は規定によりガソリン代補助
有）、無料駐車場有、車保険補助制度・団体保険
有、ミニボーナス年2回（最大20万円）、残業代
別途支給、食事補助（1日140円）、有給休暇�
（入社6ヶ月後）、慶弔見舞金制度、結婚・出産・�
入学祝金、従業員紹介制度（最大3万円）、育児・
介護休暇取得可

勤務先▶北星病院�北星館（千歳市清流5丁目1-1）

共
通
項
目

時間･日数時間･日数
調整調整

できます!!できます!!

◆盛り付け・配膳パート
仕　事▶�盛り付け、配膳車への�

差し込み･配膳作業
時　間▶�①5:00〜8:30(実働3.5h)�

②5:00〜14:00(実働8h)�
③8:30〜12:30(実働4h)�
④9:00〜12:00(実働3h)�
⑤15:00〜18:00(実働3h)

給　与▶�①時給1,000〜1,200円  
②時給1,000〜1,100円  
③時給890〜900円  
④時給890〜900円 
⑤時給900〜940円

◆洗浄パート
仕　事▶食器洗浄、配膳・下膳、清掃
時　間▶�①8:30〜10:30(実働2h)�

②12:00〜14:30(実働2.5h)�
③17:15〜20:00（実働2.75h）

給　与▶�①時給890〜900円 
②時給890〜900円 
③時給950円

職場見学職場見学
できますできます

大募集!!大募集!!
厨房パート厨房パート

早朝
5:00〜8:30 11,,000〜000〜11,,200200円円

11,,000〜000〜11,,100100円円早朝
5:00〜14:00

時
給
時
給

千歳 パ 洗浄、盛り付け・配膳
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