
2022年1月1日（土） ちゃんと15

苫小牧市美沢
261-56

まずはお気軽にお電話ください。

☎0144-58-4111
エアポートパーキング

担当/竹内 

仕　事▶ 駐車場と新千歳空港間（片道10分）の送迎業務他
資　格▶ 中型一種免許以上、年齢・経験不問、シニアOK
給　与▶ 時給900円  

※深夜手当、残業手当有 ★日払い可
時　間▶ ①5:30～14:30 ②14:00～23:00 

※①②シフト制、繁忙期は残業の場合有
勤　務▶ シフト制、日数応相談 
待　遇▶ 中型免許限定解除養成有、制服貸与、 

車通勤可、日払い可

日払い可！
募集!!バスドライバー

週末
食事付き♪

苫小牧 ア バスドライバー

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

【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!

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

仕　事▶ 簡単な調理・接客
資　格▶年齢･性別不問
給　与▶時給900～950円
時　間▶  5:00～8:30、 

7:30～13:00、 
12:30～18:00

勤　務▶ 週3日～OK ※シフト制
待　遇▶ 交通費規定支給、エプロン貸与
勤務先▶道と川の駅　花ロードえにわ内

恵庭市黄金中央
1-4-1

090-9432-2763
恵庭おむすびゑびす

道と川の駅 花ロードえにわ内に

OPENします！
2022年

2月
NEW 
スタッフ 
募集

恵庭 ア パ 店内業務

スタッフ募集!!

千歳市青葉5丁目6-10　http://www.hotal-web.com

◆ベッドメイク兼フロント
時　間▶ 9:00～14:00、14:00～19:00
給　与▶ 時給1,000円　※試用期間/時給940円
勤　務▶週2日程度

◆ナイトフロント
時　間▶ 19:00～翌9:00
給　与▶ 日給13,800円　 

※試用期間/日給13,160円
勤　務▶週2日程度
電話の上､写真付履歴書をお持ちください｡ 担当/國田

ホ テ ル 　 　 　 　 　 ホ タ ル 全室Wi-Fi
完備

0123-40-2077 090-2511-4127

千歳 パ ベッドメイク兼フロント

Wワーク
OK!! ホール･清掃スタッフ

募集

《給与》時給900円～ 
※日勤・夜勤等ご相談ください！

千歳市千代田町2-2-10

まずはお気軽にお電話ください。担当/金子

☎0123-24-2111
ホテルウィングインターナショナル千歳

未経験者
歓迎♪

★主婦（夫）歓迎！　★WワークOK！

仕　事▶ ホテル内レストランでのお客様のご案内や 
飲食の注文受け・配膳等

給　与▶ 時給900円～
時　間▶ 17:00～21:00または22:00 ※応相談

◆レストランホールスタッフ

資　格▶ 未経験者歓迎
勤　務▶ 週2日～OK ※平日のみ・土日のみの勤務可
待　遇▶ 各社保完備（勤務による)、交通費規定支給、車

通勤可（無料駐車場完備）、昇給有、正社員登用
制度有、制服貸与、ホールスタッフのみ賄い有

フロントスタッフも
同時募集！

◆客室清掃スタッフ  ★女性活躍中！
仕　事▶ 客室清掃・ベッドメイクなど 
給　与▶時給890円～
時　間▶9:30～15:00（実働5.5h）

共
通
項
目

千歳 パ ホールスタッフ、清掃スタッフ

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

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
調整

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
できます

大募集!!
厨房パート

早朝
5:00～8:30 1,000～1,200円

1,000～1,100円早朝
5:00～14:00

時
給
時
給

千歳 パ 洗浄、盛り付け・配膳

〒066-0077 千歳市上長都1053-1
■自動車部品製造業㈱ダイナックス

休　日▶ 5勤2休/年間121日 
4勤2休/年間144日 
（GW・お盆・年末年始等）

待　遇▶ 社保完備、賞与年2回、退職金制度有、 
昇給有、交通費支給有、無料駐車場有、 
企業内保育施設有、試用期間6ヶ月有、 
制服貸与

勤務先▶ 苫小牧工場（苫小牧市字柏原6-183） 
千歳工場（千歳市上長都1053-1）

仕　事▶ 製品の加工・取付・機械オペレーター、 
その他関連業務等、製品の生産対応全般を 
担当していただきます。

給　与▶ 日給月給153,500円～　 
※職務経験等により優遇致します。 

資　格▶ 18歳以上（省令2）、高卒以上、 
経験不問（製造業務経験者尚可）、交通機関が
不便な為マイカー又は自力通勤可能な方

時　間▶ ①8:30～17:30 ②20:30～翌5:30  
※①②の交替制

製造職募
集 製造経験5年/残業25h/

深夜60h/交替手当含む

充
実
し
た

入
社
教
育

月
収
例

☎0123-24-2891
人事総務部 採用担当 宛

★12/29～1/5までお休みです。

まずはお電話の上、履歴書と職務経歴書をご送付ください。

●土曜・日曜の完全週休2日制　※1
●GW・お盆・年末年始は9～10連休
●社員食堂や社宅、企業内保育所有 etc...

※1： 生産ラインの稼働状況により、5勤2休（土日休み）
と4勤2休（その他）になる場合があります。（勤務
カレンダーによる）

千歳・苫小牧 正 自動車部品の製造

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

※12/29～翌1/4はお休みです。

☎0123-34-2796応募

千歳市住吉 
5丁目1-24
恵庭市島松東町 
2丁目1-1

ちとせスマイル保育園認可保育所

しままつスマイル保育園小規模保育園

恵庭市末広町
32番地えにわスマイル保育園認定こども園

正職員 準職員 パート 千歳
恵庭

資　格▶ 保育士資格
給　与▶ ［正職員］月207,000～260,000円 

［準職員］月172,000～217,000円 
［パート］時給1,100円 
※いずれも各種手当含む

時　間▶ ［正職員］7:00～19:00の間でシフト制 
［準職員］7:00～19:00の間で6h（シフト制） 
［パート］8:00～16:00の間で5h（シフト制）

保育士募集
新卒の方も、

ブランクのある方も
大歓迎!!

勤　務▶ ［正職員/準職員］週休2日（シフト制）　 
［パート］週4日程度

待　遇▶ 社会保険完備、[正・準のみ]年2回賞与有、 
交通費支給（月5,000～20,000円）、 
子ども手当（月5,000～10,000円）

共
通
項
目

入社祝金5万円支給 
（正職員のみ/試用期間終了後）

千歳・恵庭 正 準 パ 保育士

仕　事▶ 廃棄物･資源物の回収等 
（塵芥収集車･4tトラック運転手、他）

資　格▶ 普通自動車免許、中型・大型自動車免許あれば尚可
時　間▶ 7:30～16:30(実働5～8h程度)
勤　務▶シフト制
給　与▶ 月155,000～174,000円  

※取得している免許による
待　遇▶ 各社保完備（勤務状況による）、交通費規定支給、 

暖房手当（9月～翌3月）、年末手当、免許取得制度有
勤務先▶ 千歳市内

〒066-0067　千歳市桂木3丁目9-26

担当/髙橋
※12/31～1/3までお休みです。

☎0123-27-7244
有限会社 協成ワーク

退職金制度、傷害保険、生命保険等
福利厚生充実!!

応
募

異業種からの
転職も歓迎!

安心して
働けます♪

千歳 正 廃棄物・資源物回収等

札幌市北区北7条西1丁目2-6■ビルメンテナンス業

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
千歳にて面接を実施します。 担当/熊谷

☎011-707-5228
協和総合管理㈱ 札幌支社

資　格▶①清掃員経験者尚可　②未経験者歓迎
給　与▶ ①時給950円～　②時給889円～
時　間▶ ①8:30～15:15（実働6h） ※多少残業あり 

②10:00～14:00（実働3.5h） ※残業なし
休　日▶ ①週休2日制　
勤　務▶②週3～4日程度（休みはほぼ希望通り）
待　遇▶ 交通費規定支給、社保完備、 

制服貸与、有給休暇
勤務先▶千歳市幸町5丁目6-1

ホテルの❶清掃責任者 ❷共用部清掃

車通勤OK

千歳 パ 清掃責任者、共用部清掃

資　格▶ 普通自動車免許、介護福祉士又は介護職員初任者
研修修了（旧ヘルパー2級）以上

給　与▶ 週5日勤務/時給1,260円～ 
週4日勤務/時給1,200円～ 
※いずれも処遇改善手当を含む 
★業績により年1回一時金を支給 ★昇給制度あり

時　間▶規定による
勤　務▶ 週４～5日（応相談） ※シフト制
待　遇▶ 介護福祉士手当、通勤・車両借上手当、 

社保加入可能（時間数による） ※希望者のみ

★有給を取得しやすい！
★未経験者でも安心!!同行いたします♪
ご自宅を訪問し､買い物･掃除･移動等を行うお仕事です。

〒061-1446　恵庭市末広町125番地1

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

ホームヘルパー募集!

時間相談
できます♪

担当/笹川まずはお電話ください。☎0123-33-1120

恵庭 パ 訪問介護員


