
2022年1月7日（金） ちゃんと11

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

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!!

仕　事▶ 店内業務全般
時　間▶ 8:00～13:00、13:00～17:00
勤　務▶週1日～OK ※応相談
給　与▶ 時給900円～ ★昇給有
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、車通勤可、 

深夜割増有、社保・雇保完備、正社員登用有

㈱いのうえ
千歳市大和4丁目1-1セブンイレブン千歳大和店

応募 【担当/武田】 ☎22-2096

スタッフ募集中!!
★週1日～OK！ ★WワークOK！

扶養内 
  OK‼

千歳 ア パ 店内業務全般 

仕　事▶ 電話・来客対応、備品管理等、 
事務所内及び寮の簡単な清掃

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給900円
時　間▶9:00～15:00
勤　務▶月～金
休　日▶土日祝、GW、お盆、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

車通勤可、無料P有、制服貸与

千歳市清流2丁目2番6号
八千代工業株式会社 千歳事業所

事務スタッフ募集

未経験者 
  歓迎♪

千歳 パ 事務、清掃

まずはお気軽に
お電話ください。

☎0123-25-3605
090-5983-0697（赤澤）

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

給　与▶ ［正職員］月給145,000～249,000円 
［パート］時給950円

時　間▶ ［正職員］8:45～17:15 
［パート］応相談

休　日▶土日祝、年末年始
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、 

車通勤可、無料駐車場有、退職金制度有
勤務先▶ 向陽台病院〈療養型〉（千歳市若草1丁目10-11）、 

千歳第一病院（千歳市東雲町1丁目11）

医療事務員

☎23-4111【担当】斉藤

パート勤務は

勤務時間・日数
応相談!!

★ 看護師・看護助手も 
同時募集中！

問い合わせだけでもOK！

医療法人同仁会

千歳第一病院
千歳市東雲町1丁目11 https://www.dojinkai-group.com/

正社員
パート

千歳 正 パ 医療事務員

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許、 
二種免許取得養成制度有

給　与▶ 歩合制 
例/【日勤】200,000円以上可能 
　  【夜勤】250,000円以上可能

勤　務▶ 4勤1休（応相談）
時　間▶ 例/【日勤】8:00～16:30 

　  【夜勤】17:00～翌1:30 
※勤務時間応相談

待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、車通勤可（駐車場完備）

（担当/関本・佐々木）☎23-3121
 まずはお気軽にお電話ください。

〒066-0027
千歳市末広1丁目4-8千歳交通㈱

と でタクシードライバー募集!千歳 恵庭電話本数 
地域No.1

勤務時間
応相談

福利厚生充実
千歳乃湯えん

ちとせインターゴルフクラブ

会社説明会を開催します!
日時

会場

1月12日（水）
ハローワーク千歳

10:00～

千歳市東雲町4丁目2-6

費用当社負担
養成期間中日当有

千歳・恵庭 契 タクシードライバー

時　間▶ ［日勤］①7:00～16:00 ②9:00～18:00  
　　　③10:30～19:30 
［夜勤］④18:00～翌9:00 

待　遇▶ 社保完備（勤務による）、昇給有、交通費規定
支給、有給休暇（1年間で100%消化可能）、 
車通勤可（無料駐車場有）、処遇改善加算手当
（年2回支給）、正社員登用制度有

㈱サンボウ
グループホーム ぬくもりの里
千歳市住吉４丁目８-１４

お電話の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。
受付/9時～18時（人事担当直通）090-3399-5886

介護職員募
集

日勤のみ無資格OK

すぐに働きたい
勤務開始日
応相談

冬休み明けから 
働きたい
春から働きたい

Wワーク 幅広く対応致します!夜勤専従

千歳 パ 介護

資　格▶ 無資格OK 
（介護職員初任者研修修了、介護福祉士資格
あれば優遇）

給　与▶ 介護福祉士/時給1,200円～ 
初任者研修修了/時給930円～ 
無資格・未経験者/時給890円～

休　日▶ シフト制

行こう！ いいホース

0120-15-1143
応 募 面接日は相談の上決定します。

まずはご連絡ください！

仕　事▶ 受付や応対、お茶出し業務、その他事
務作業（データ入力、郵送物の受け取
り･送付、お礼状の送付等）。

資　格▶ 未経験者歓迎、PC入力ができる方
給　与▶ 時給1,000円
時　間▶ 9:00 or 9:30～15:30 or 16:00

（休憩1h） 
★ライフスタイルに合わせ応相談

休　日▶ 土日祝
待　遇▶ 社会保険完備、交通費規定支給、残業

手当（1分単位）、通勤手当、賞与有（年
2回）、有給休暇、試用期間3ヶ月有、社
員旅行・新年会・打ち上げ等の各種イ
ベント有

勤務先▶ ノーザンファーム早来 
（安平町早来源武275）

受付･庶務
パートさん募集!
20～30代の女性活躍中!!
未経験でも 時給1,000円

明るく元気で、物事に真剣に取り組む、やる気のある方を歓迎します！

勇払郡安平町早来源武275

賞与
あり!!

安平 パ 受付、庶務

1ヶ月休まず頑張ろう あり皆勤賞

★班長さんも募集中‼
★詳しくはお電話で♪

水曜日だけ！★年齢不問
★短期もOK!!

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 委 ポスティングスタッフ、配達員

配達員配布員

事業許可番号/労働者派遣事業 派 13-010538 
有料職業紹介13-ユ-010554

千歳市幸町6丁目18-3 千歳駅前ビル2F
ランスタッド株式会社 千歳支店

（受付時間/9:00～18:00）℡050-1744-6601

【契約社員】カーレンタル受付
仕　事▶ お客様のご来店受付や、お名前を聞い

てレンタル日や車種などを確認した
り、実際のレンタルする車までご案内
などをします。ひとり立ちするまで、
マンツーマンの手厚い研修有！

時　間▶ 8:00～20:00 
（上記時間内で実働8h、休憩60分）

給　与▶ 時給1,150円 
※月収例：19.3万円～以上可  
　（月21日勤務の場合）

期　間▶ 即日～長期（3ヶ月以上） 
※入社日はご相談ください。

休　日▶ シフト制による週休2日  
※休み希望制度有！

待　遇▶ 各種社会保険完備、制服貸与、 
交通費規定支給、残業手当、 
無料駐車場完備、空港から就業先 
まで無料送迎有 ※詳細は面談にて

勤務先▶ 新千歳空港近郊

【契約社員】カーレンタル受付 千歳市

時給▶

時間▶ 8:00～20:00
              （上記時間内で実働8h/休憩60分）
休日▶ シフト制による週休2日　※休み希望制度有！

1,150円

休みが取りやすい♪ 
困ったことはすぐに相談。 
働きやすい環境がここにあります！

他にもこんなメリットが♪ 
詳しくはこちらへどうぞ

千歳 契 カーレンタル受付

資　格▶ パソコンの基本的な操作ができる方
給　与▶ 月給18万円～　※能力に応じてアップ有 

（試用期間3ヶ月/時給980円）
時　間▶ 9:00～18:00
休　日▶ 土日祝 
待　遇▶ 雇用保険、労災保険、車通勤可、交通費規定支給、社保有

楽天市場・Yahoo!ストア・Amazonなどの
ネットショップの受注業務。主に取引先と
の電話対応他、パソコン操作、eメール対応

仕
事
内
容

株式会社
アドバンス

恵庭市恵み野北3丁目1-1 
恵庭RBPセンタービルE206
http://www.ec-advance.jp

☎21-8891【受付/10～16時】 担当/末岡応募

正社員募集!!
ネットショップ･プログラミングに興味が
ある方にオススメ！お仕事しながら学べます！

短時間パート
同時募集 時給930円

恵庭 正 受注業務

㈱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！ 【応募受付センター】
平日/9：00～18：00☎050-1752-3938

◆ 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▶ 1月24日開始予定 

※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

研修有 1月12･13･14日の3日間《8:45～17:15》 
※日程のご都合が悪い場合は別日で調整いたします。

週払いOK!
（規定有）

来社不要!
WEB応募は
コチラから▶

恵庭 派 コールセンター業務


