
2021 年 12 月 17 日（金）ちゃんと 8

千歳 パ 清掃

千歳・その他 派 ①セラミック電子部品の製造②プラスチック管の製造補助･出荷③設備保全業務

仕　事▶�新千歳空港内の巡回、他業務
資　格▶�普通(中型)免許、車通勤できる方
給　与▶�月給160,000円〜 ※深夜割増含む 

※資格手当有/10,000円迄
時　間▶�日勤/7:30〜16:30�

夜勤/16:30〜翌7:30���
（シフト交替制）

休　日▶�月7〜9日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�

制服貸与、正社員登用制度有

正社員登用有

新千歳空港で働きませんか?

空港施設空港施設
警備員警備員募集!募集!

北海道東急ビルマネジメント㈱
千歳・苫小牧営業所

〒066-0027�千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7�1F

担当/
スズキ☎0123-22-1090

問合せだけでもOK、まずはお電話ください。

千歳 契 空港施設警備員

［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

《全体共通項目》
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

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）
★ 年明けからの勤務も可能！ 

勤務開始日もご相談ください。

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

すぐに働けます! まずはお電話ください。

クリーニングスタッフクリーニングスタッフ募集!募集!

■病院・施設関係のリネン類のクリーニング業

千歳市泉沢1007-207 ☎0123-28-3771㈱北海道シルバーサービス 千歳工場

待　遇▶�送迎有(千歳市内のみ、応相談）、社保完備、車通勤OK、�
交通費規定支給、昇給有、社員登用有、試用期間有

小〜大型の洗濯乾燥機の操作と関連 
業務全般を行います。

時　間▶�7:00〜19:00の間で実働6〜8h
勤　務▶�週4〜5日で応相談（土･日曜休み）�
給　与▶時給890円〜

洗濯乾燥担当スタッフ

社員希望大歓迎!! 安定して働けます♪
子育てママ応援中!! 勤務時間調整OK♪送迎有!

クリーニング品仕上げスタッフ

時　間▶�基本8:00〜17:00の間で実働6〜8h�
※応相談�（例/9:00〜15:00、10:00〜17:00等）

勤　務▶�週2〜5日で応相談（土･日曜休み）
給　与▶時給890円〜

シーツ・タオル等を機械に入れたり、 
手で畳むカンタン作業!!

※マイカー通勤可能な方限定※マイカー通勤可能な方限定

共通
項目

経験経験
不問不問 午後から18時まで午後から18時まで働ける方！すぐに働けます♪働ける方！すぐに働けます♪

20〜40代20〜40代
活躍中!!活躍中!!

 短期も 短期も
大歓迎!!大歓迎!!

千歳 ア パ 工場作業

仕　事▶�仮設材、建築資材の運搬
資　格▶�未経験者可、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10〜20hの時間外有

休　日▶�土、日、祝、GW、お盆、年末年始�
※月平均1〜2日の土曜出勤有

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

共
通
項
目

◆8tユニック運転手/正社員 
給　与▶ 月給251,016〜263,750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265,023〜280,050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.

経験者 
優遇いたします

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

未経験でも可!!未経験でも可!!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。【担当】田仲

仕　事▶�牛乳・ソフトクリーム等の販売、接客、品出し、レジ打ちなど
資　格▶�未経験者歓迎、経験者優遇、土日働ける方
給　与▶�時給900円〜 ※試用期間/時給890円
時　間▶�7:30〜16:00、10:00〜18:30、�

12:00〜20:30�※いずれも実働7.5h
休　日▶��月8〜10日（シフト制）�※勤務日・時間帯応相談
待　遇▶�各種社保完備、交通費規定支給（月上限25,000円）、車通勤可（駐

車場代補助有）、館内社員割引有、制服貸与、昇給有、有給休暇
勤務先▶�Milk�Stand�北海道興農社（新千歳空港国内線ターミナル2F）

Milk Stand 北海道興農社（北海道興農社）
千歳市美々�新千歳空港国内線ターミナルビル�2F

【Milk Stand 北海道興農社】
牛乳、飲むヨーグルト、カフェラテ、ソフトクリーム、 
ミルク系のお菓子を販売するミルク専門店です。

◆感染症対策…�検温、除菌、アルコール消毒、マスク、手袋着用、健康管理��
のチェック（勤務時に表に記入します。）

☎0145-26-2800【受付】平日�9:00〜17:30
※12/29〜1/3迄お休み

未経験者未経験者
歓迎！歓迎！

販売販売スタッフスタッフ
新千歳空港内にあるミルク専門店♪︎ 

「フルタイムで働きたい！」
そんな女性に大人気のお店です★

千歳 ア パ 販売

お仕事
ファイル

体力

思いやり度

コミュニケーション能力

看護師
病院や診療所などで医師の診察や手術の手助け、入院患者のお世話を行う。
介護施設では、健康管理や薬の管理を行い、医療の立場からサポートをする。

●看護師免許
●ケアマネージャー

●準看護師免許あったら
いいかも
資格

あったら
いいかも
スキル

など

医
師
を
支
え
、患
者
さ
ん
に

寄
り
添
う

☎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。

スタッフ募集!

千歳市幸町
2丁目3-2

仕　事▶�仕込み、調理、洗い場等
資　格▶�調理師免許（もしくは調理師専門学校等に�

在学中で調理師免許取得予定の方）
給　与▶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（見習い） 正社員

仕　事▶�接客、配膳、料理説明、片付け等
資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶時給1,050円
時　間▶�17:00〜23:00
勤　務▶週3〜5日程度
休　日▶日曜、祝日
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与

◆ ホールスタッフ アルバイト

千歳 正 調理ア ホール

高校生高校生
OK!!OK!!

未経験者未経験者
歓迎歓迎

1515名名
募集!!募集!!12月12月2929日～ 翌1月日～ 翌1月44日日

募集‼︎募集‼︎短期短期 アルバイトアルバイト

時給時給11,,200200円!!円!!

千歳支店千歳支店 〒066-0077�千歳市上長都1050番地1

履歴書（写真付）に、送迎バス・車利用の有無を記入の上、郵送�
または持参ください。採否は文書郵送にてお知らせいたします。

☎0123-24-2126
【受付/9〜17時�担当/北橋】

千歳

仕　事▶�ホテル客室用品（シーツ、タオルなど）の分類�
及び仕上げ、包装作業など

資　格▶�高校生以上、未経験者歓迎、かけもち勤務OK
期　間▶�12月29日〜翌1月4日�

※12月31日〜翌1月2日出勤出来る方
時　間▶�9:00〜17:00（休憩70分）
給　与▶�時給1,200円
待　遇▶�送迎バス有、車通勤可

ア 工場軽作業

★以前当社で働いた方は電話してください!!

病棟看護師も同時募集!! 興味のある方はお気軽にお電話ください。

恵庭市島松仲町1丁目4-11尾形病院医療法人社団

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-37-3737 受付/9〜17時
担当/藤本

待　遇▶�車通勤可（駐車場無料）、昇給有、�
①③雇用保険、②各社保完備、交通規定支給、賞与有

共通
項目

仕　事▶�看護業務全般�
※診療科目・内科、外科、消化器内科�
※診療補助・患者介助、バイタルチェック、採血、検査等

資　格▶�看護師または准看護師、年齢不問
給　与▶�看護師/時給1,150〜1,400円　 

准看護師/時給1,100〜1,300円
時　間▶�（a）8:40〜12:00�（b）13:00〜17:00
勤　務▶�週3〜4日（基本残業なしのシフト制�※要相談）

❶
外
来
看
護

仕　事▶�看護師の補助、患者様の入浴や食事の介助、病室の
環境保全、シーツ交換等の身のまわりのお世話等

資　格▶�学歴・経験・資格不問（介護職員初任者研修修了以
上尚可）�※深夜勤務があるため18歳以上(正職員）

給　与▶�正/月給194,000〜197,000円 ※夜勤手当含む 
パ/時給900円〜

時　間▶�①7:10〜15:10�②8:40〜17:00�
③11:00〜19:00�④16:30〜翌9:00【夜勤】�
※④は正職員のみ、月4〜5回程度

勤　務▶�正/4週9休（シフト制）　パ/週3〜5日（夜勤なし）

❷
看
護
助
手

仕　事▶�病棟における清掃　　　
資　格▶�年齢・経験不問　　　給　与▶�時給889円〜
時　間▶9:00〜13:00　　��勤　務▶�週2〜4日

❸
清
掃

恵庭 正 パ 看護助手パ 外来看護、清掃
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