
2021年12月24日（金） ちゃんと11

［正社員］ハウスアドバイザー
仕　事▶物件の案内・説明、契約に係る業務
時　間▶ 9:30～18:30 ※残業ほぼなし 
給　与▶ 月172,000円～
資　格▶ 高卒以上、要普免、基本的なPC操作可能な

方、業界経験者歓迎、有資格者優遇 
休　日▶シフト制 ※ 月7日以上/年間105日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

車通勤可、昇給制度有、賞与年1回、 
各種手当有（資格・役職）

AbleNetwork千歳駅前店

〒066-0062 千歳市千代田町6-11

株式会社平和恒産

お客様へのサービス向上と、
働く環境をさらにより良いものに

する為の募集です。

★ お客様からの「ありがとう」の言葉にやりがいを感じます。

●電話連絡の上、写真付き履歴書を郵送ください。
担当/小川☎0123-40-3000

http://www.peace-room.co.jp

千歳 正 ハウスアドバイザー

★12/28～翌1/4はお休みです。(1/5の午後～受付開始)

【同時募集】
夜勤専門ケアスタッフ

★1回20,120円可能!
勤務/月7～9回

グループホーム向陽台 千歳市白樺
2丁目1-1

☎0123-28-5888 担当/水谷

電話連絡を頂いた後、面接日を決定します。
面接時に写真付履歴書・資格証をお持ちください。

◆ケアスタッフ（フルタイム）
仕　事▶認知症高齢者の日常生活支援・介護
給　与▶ 日給6,960円（更新時昇給有） 

＋夜勤手当5,000円/回＋資格手当 
＋処遇改善手当（600円/日） 
※試用期間3ヶ月間は処遇改善手当支給なし

時　間▶ 早番/7:30～16:00（休憩1h、実働7.5h） 
日勤/9:00～17:30（休憩1h、実働7.5h） 
遅番/10:30～19:00（休憩1h、実働7.5h） 
夜勤・明/17:00～翌9:30（休憩1.5h、実働15h） 
※シフト制

勤　務▶ 4週8休（月21～22日）
資　格▶ 普通自動車運転免許
待　遇▶ 労災適用、各社保完備（勤務時間による）、 

交通費規定支給（2km以上/上限12,000円）、 
車通勤可（無料駐車場有）

資格取得支援制度有!!

歓迎です！
2名
募集

千歳 契 ケアスタッフ

資格 経験 がなくても
経験者も
大歓迎!

車両管理員募
集

仕　事▶ 官公庁等の契約先で管理している
車両の運転（送迎）および付随する
清掃・洗車等の管理業務

資　格▶ 普通二種免許保有者
給　与▶ 月162,500～167,500円 

※無事故・皆勤・調整手当含む
時　間▶8:30～17:15 ※残業月5h程度
休　日▶ 土日祝日（完全週休2日）、 

12/29～1/3
待　遇▶ 各種保険完備、交通費規定支給、 

残業手当、作業服貸与、有給休暇
勤務先▶千歳・恵庭市内

12/29～1/3はお休みです。

㈱大和交通システム 道央支店
恵庭市漁町146番地

まずはお気軽にお電話ください。追って面接致します。

☎0153-74-9810（本社）

千歳・恵庭 契 車両管理員

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
警備員募集!

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。

※12/30～1/3までお休み

千歳 契 空港施設警備員

  ◆勤務先

北広島市北進町1丁目2-2 北広島ターミナルビル4F

【受付/8:40～17:20】
担当/山川

まずはお気軽にお電話ください。HPからの応募も可。

★12/29～1/4までお休みです。
☎011-372-0073

(株)北海道中央牧場千歳農場
勇払郡安平町早来富岡160番地

hokkaido-chuobokujo.com 

◆豚の生産農場での補助作業（パート）

◆豚の生産農場での管理業務（正社員）

資　格▶大型特殊免許を持っている方
給　与▶ 時給889円～
時　間▶ 8:00～17:00(実働7時間40分） 

※勤務時間応相談
休　日▶ シフト制、年間102日
待　遇▶ 交通費支給（上限有）、各社保完備、 

制服貸与

資　格▶普通免許を持っている方、高卒以上
給　与▶ 月165,000～250,000円
時　間▶ 8:00～17:00(実働7時間40分）
休　日▶ シフト制、年間102日
待　遇▶ 交通費支給（上限有）、各社保完備、 

昇給有（年1回）、賞与有（年2回）、制服貸与

安心･安全は夢の大地から
　北海道をめしあがれ♪

安平 正 パ 畜産業務

向陽台店

スタッフ各1名募集!!

時　間▶ ①8:00～12:00 
②12:00～16:00 ※①②シフト制

給　与▶ 時給914円 
※試採用期間3ヶ月/時給889円～ 
★日曜・祝日は時給+30円

勤　務▶週5日 
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、有給休暇、 

共済会

デリカパート

時　間▶ 17:00～21:00 ※要相談
給　与▶時給889円～
勤　務▶週3～5日
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、有給休暇

レジ兼品出し　★学生さん大歓迎アルバイト

向陽台店千歳市白樺2-3

☎28-3511応募 担当/安田

千歳 ア レジ兼品出しパ デリカ

小学生から高校生のお子様がいる方には

子育て支援金支給 

（1日500～700円　※規定有）

終学相談室/2名募集 今秋OPENしました

勤務先▶ユアホール向陽台/千歳市文京3丁目1
仕　事▶ 新しくオープンした新施設での広報宣

伝活動、各種催事のご案内、テレアポ等
時　間▶ 10:00～15:00　※実働4h
休　日▶土日祝

葬祭フロント事務/1名募集

勤務先▶千歳シティホール/千歳市北信濃871-19
仕　事▶ 電話対応、伝票作成、発注業務、他
時　間▶ 9:00～18:00　※実働5h程度
休　日▶土日

《共通項目》
資　格▶要普通免許、未経験者・経験者ともに歓迎
給　与▶ 時給1,000円 

※試用期間2ヶ月/同条件
待　遇▶ 各種保険完備、制服貸与、通勤手当、 

車通勤可、有給休暇、社員登用有、 
子育て支援金支給

千歳 パ 広報宣伝活動、フロント事務

〒066-0064 千歳市錦町4丁目9番地
（株）マリアージュインベルコ千歳支社 採用担当宛 

(リアン平安閣)

(採用担当部署直通)
☎0123-26-1163
080-4415-2765

電話連絡の上、写真付き履歴書を持参 
もしくはご郵送ください。
12/31～1/3までお休みです。

パートスタッフ 
2職種募集!

【履歴書郵送先】

★扶養内勤務可能
★勤務時間や休日は応相談

千歳市北斗4丁目13番20号

☎0123-27-0911応募
■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

千歳・恵庭

時　間▶ 月・火・水曜日/9:00～17:00の間 
（作業内容によって変動有、応相談）

　　　　木・金曜日/1地域、2h程度～
給　与▶ 時給900円　　
勤　務▶ 週4～5日 ※応相談
資　格▶ 年齢不問、車通勤できる方
待　遇▶ 交通費規定支給 ※委細面談にて 

木

金
300軒程度で、配布地域はその都度変わります。
※詳細は面接の際にご説明いたします！

　　　　  の配布

水 チラシの折込、梱包

火

月 折込チラシの仕分けや
チラシの荷受け

一週間の主な流れ

パ 業務スタッフ

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

スタッフ募集

千歳市幸町
2丁目3-2

◆ 調理師（見習い）

☎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 正 調理ア ホール

正社員

◆ ホールスタッフ アルバイト

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

通所リハビリアシスタント パート

仕　事▶ 通所リハビリ送迎時の 
乗降介助、リハビリテーション 
実施時の補助業務 
※詳細は面談にてお伝えします。

資　格▶ 未経験者可 
60歳まで （定年雇用止めの為、更新有）

給　与▶ 時給950円
時　間▶ ①7:30～13:00 ②7:30～17:30 

③7:30～18:00 ④8:00～13:00 
⑤13:00～18:00 ※①～⑤のシフト制

休　日▶土・日曜、祝日

〒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

◎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

時給1,200円～
●実務経験がある方
● 保険請求事務や医療事務等
の資格をお持ちの方

正職員登用実績あり

https://www.foryou-hp.or.jpウェブサイトもご覧ください▶

看護補助者 準職員
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

《共通項目》 待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

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/①8:45～17：30 

　　　　　　②8:00～16:45 
　　　　　　③9:15～18:00　 
　　　　　　※シフト制 
水・土/8:45～12:45

休　日▶日曜・祝日

医療事務スタッフ募集!

医療事務員 準職員

千歳 準 医療事務員、看護補助者パ リハビリアシスタント

扶養内
勤務

もくもく働くのが 
好きな方にピッタリ!
男女ともに活躍中!

まずはお気軽にお電話ください。 

☎011-747-1161
北海道物産 株式会社

受付/9～17時
担当/西浦
札幌市北区
北28条西4丁目

正社員募集

千歳 正 検品、仕分け、品出し

◆新千歳空港国内線ターミナルビル2F 「北海道物産」

仕　事▶ 倉庫内での検品、商品の仕分け・品出し等
資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許
給　与▶ 月160,000～240,000円
時　間▶ 6:00～15:00、9:00～18:00、 

12:00～21:00 ※実働8h
休　日▶月9日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

車通勤可、昇給年1回、賞与年2回

勤務開始日
応相談

時給1,100円～

月給19～40万円

仕　事▶ 製造装置の操作や検査等の軽作業
時　間▶   ①8:30～17:00  

②20:30～翌5:00  
※状況による

勤　務▶ 5勤2休もしくは4勤2休  
※シフト制

給　与▶  時給1,100円～
期　間▶ 3ヶ月更新（長期）
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通勤可 

（駐車場完備）、社員登用有

恵庭市戸磯【派遣】プリント配線基盤製造・検査

★入社祝金3万円支給（規定有）
【派遣】プリント配線基盤製造･検査

函館市新川町1-24　R4TM新川町 5F
株式会社スピード北海道
一般労働者派遣事業（派01-300425） 有料職業紹介事業（01-ユ-300238）

0120-095-350
まずはお気軽にお電話ください。

当社HPお問合せフォームからも応募できます。

https://speed-hokkaido.jp/

仕　事▶ 物流設備の点検・修繕工作
資　格▶経験不問
時　間▶ 9:00～18:00 

（週40h相当）  
※シフト制（勤務時間変動有）

休　日▶ 週休2日  
※シフト制

給　与▶ 月給19～40万円（経験等による）
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可（駐車場完備）

江別市【契約】物流設備の点検・修繕工作

正社員
登用
制度有

経験
不問!

長期
安定!

【契約】物流設備の点検･修繕工作

恵庭・その他 契 点検・修繕工作派 製造・検査


