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千歳・恵庭近郊のお仕事探し応援します！

℡0123-27-2611

毎週木曜日更新《雇用形態マーク》 契 契約社員 準 準社員 パ パート ア アルバイト 委 委託 臨 臨時職員 期 期間社員 嘱 嘱託社員 他 その他正 正社員 派遣社員派 学校法人 鶴岡学園 恵庭市黄金中央5-196-1 TEL.0123-34-0019

北海道文教大学HBUHOKKAIDO BUNKYO UNIVERSITY
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仕　事▶ ご利用者様の相談・サポート業務、施設運営・ 
介護業務全般　※入浴介助、食事介助はありません。

資　格▶ 社会福祉士・社会福祉主事任用資格保持者・精神保健福祉
士・介護支援専門員・介護福祉士のいずれか、要普通自動
車免許（AT限定可)、未経験者OK、ブランク可、新卒者歓迎

給　与▶ 月給226,000～283,000円 
※資格手当・固定残業手当含む　※経験を考慮します。

時　間▶8:00～17:00(休憩1h)
休　日▶日・祝を含む月9日、お盆、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、資格取得支援手当有、賞与年2回

〒061-1413
恵庭市本町113-1

デイサービス きたえるーむ恵庭

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。
受付/9～18時
担当/関澤☎0123-25-6207

シフトのご希望お伺いします！
★子育て中の人も働きやすい！

恵庭 正 生活相談員

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!!
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ポチッ 札幌市白石区
東札幌4条4丁目1-2㈱日本キャリアサービス

☎011-820-8811採用係

まずはお気軽にお電話ください。面接は勤務先で行います。

受付／9:00～17:30

仕　事▶ 病院内で各科への取り次ぎが基本業務です。 
2名体制での勤務です。

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給889円
時　間▶ 平日/8:30～16:30、9:30～17:30 

土曜/8:30～12:30
勤　務▶週2～3日
休　日▶日曜・祝日
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、 

車通勤可、制服貸与
勤務先▶恵庭市恵み野西2丁目

恵庭 パ 電話交換スタッフ

扶養内勤務可♪ 残業なし♪

未経験者 
歓迎‼

清掃兼受付
スタッフ募集‼

増員

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20 第12ふじやビル4F

☎22-5280 採用係

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

給　与▶ 時給889円　 
※ 月収例/889円×7h×12日 
＝74,676円

時　間▶ 8:45～17:15　※実働7h
勤　務▶ 月12日（シフト制） 

※友引、元日はお休み
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、 

車通勤可（車通勤の方が通いやすい 
場所にあります。）

勤務先▶千歳市葬斎場/千歳市根志越1365

 主に施設の日常清掃、他、ペットの 
火葬受付やご遺族様への案内業務

千歳 パ 清掃、受付

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）
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千歳 パ ホールスタッフ、清掃スタッフ

一般労働者派遣事業（派01-300285）
千歳市東雲町
1丁目9-6㈱マグナクルー

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

★随時面接致します
【月～金曜】9～18時0120-357-337

080-5729-7602 （土・日曜、祝日）

未経験者歓迎♪
資　格▶未経験者歓迎、自力通勤可能な方
時　間▶9:00～17:00 ※残業の可能性有 
給　与▶ 時給1,000円 

※18時以降25%UP
勤　務▶月～土 
休　日▶日・祝
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

9:00～17:00給与保障、 
週払い可（規定有）

勤務先▶千歳市泉沢

ピッキング・搬入
カップ麺の

スタッフ募集‼

千歳市泉沢

千歳 派 ピッキング、搬入

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。

千歳 契 空港施設警備員

セブン-イレブンジャパン向けパンの
生地を製造している会社です。

★キレイで清潔な環境！ ★土日お休み！
◆恵庭工場（恵庭市恵南1番地）
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶ 9:00～18:00、18:00～翌3:00
給　与▶ 時給890円～+交通費規定支給 

※22:00～翌5:00/深夜手当有
休　日▶ 土日 ※他工場指定の休日有
待　遇▶ 各種社会保険完備、 

有給休暇有、制服貸与、 
昇給有（人事考課による）、 
車通勤可、交通費規定支給

パン製造 
スタッフ募集!

株式会社エフビーエス
〒061-1411　恵庭市恵南1番地恵庭工場

☎34-6866
まずはお気軽にお電話ください。

受付/9～17時 
担当/石橋

恵庭 パ 製造
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

恵方巻き製造
スタッフ募集!
2月3日だけの短期!

㈱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

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。

Web応募
共通
項目

☎26-6660千歳市日の出1丁目1-66
千歳店 応募

時　間▶ 7:30～13:30、 
12:00～16:00 計35名募集

☎23-7667
応募

千歳市勇舞8丁目1-1
長都店

30名募集時　間▶ 7:00～15:30 
（休憩1時間）

時　間▶ 7：00～12：00
◆さかなやの寿司/恵方巻き製造

6名募集

給　与▶ 時給1,100円
期　間▶2月3日

千歳 ア パ 店内業務

≪新型コロナウイルス感染防止対策≫電話面接も承ります！ 0120-622-468
まずはお気軽にお問合せください。

労働者派遣事業(派01-300002) 職業紹介事業(01-ユ-300120) 
〈本社〉 札幌市白石区北郷2条4丁目5-8
ネイヴルソリューションスタッフ株式

会社

北海道で派遣を始めて22年── 総合人材サービス 

ネイヴル

ー最新情報はHPから♪ー
http://www.navel-g.co.jp/

給　与▶月給20～25万円
時　間▶ 9:00～18:00　※休憩60分
勤　務▶週休2日（土・日・祝・他）
待　遇▶ 通勤手当規定支給、各社保完備、屋内禁煙、 

社有車および社有スマホ貸与
勤務先▶札幌市白石区または苫小牧市柏原

◆ 営業 /正社員

期　間▶ 長期
給　与▶ 時給1,600～1,700円 

※交通費規定支給　※22時以降深夜割増有
資　格▶リフト免許あれば尚可
時　間▶ 3交代　※休憩は各60分 

①8:00～16:00 ②16:00～0:00 
③0:00～8：00

勤　務▶3勤1休
待　遇▶ 通勤手当規定支給、給与週払い制度有（規定有）、 

分煙（屋内に喫煙所有）、 
リフト等資格取得制度有（自己負担なし！）

勤務先▶恵庭市恵南

◆ 断熱材製造作業 /派遣社員

期　間▶ 長期
給　与▶ 時給1,050円+諸手当 

【月収例/240,000円以上可能】
時　間▶ 2交代　※休憩は各60分 

①8:30～17:20 ②22:00～6:50
待　遇▶ 通勤手当規定支給、時差手当支給、屋内禁煙、入社

祝金5万・更新祝金5万支給有（規定有）、寮費3ヶ
月無料！（その後は光熱費込みで月額20,000円）

勤務先▶苫小牧市勇払

◆ 自動車無段変速機の製造 /職業紹介

恵庭・その他 正 営業派 紹 製造

お気軽にお立ち寄りください♪
予約
優先

場所
9：00～12：00

日時 2022年1月22日 土

恵庭市新町10（恵庭市役所隣）
恵庭市民会館 1階市民相談室

デザイナー・Macオペレーター募集

まずはお気軽にお電話ください。

仕　事▶「Q人ナビ」「ちゃんと」の紙面・広告制作

給　与▶ 月200,000円以上 ※経験により優遇

資　格▶ Illustrator・Photoshopの基本操作が 

できる方（InDesign使用できれば尚可） 

★Webの知識がある方尚可

時　間▶ 9:00～18:00（休憩100分） 

※月曜は若干の残業があります。

休　日▶日曜、他4週6休（シフト制）

待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、昇給・賞与有

（業績による）、諸手当有、車通勤可、 

試用期間1ヶ月位有

仕　事▶ 主にIllustrator・InDesignを使用して 
「Q人ナビ」の求人広告制作

給　与▶ 時給1,000円
資　格▶ 経験者歓迎、InDesign・Illustrator・

Photoshopを使える方 
※Webの知識がある方尚可

時　間▶ 10:00～17:00　※応相談
休　日▶土・日曜、年末年始
勤　務▶月・金曜、他日数応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

試用期間1ヶ月位有

〒066-0073 千歳市北斗4丁目13-20

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

千歳 正 デザイナーパ Macオペレーター

◆ デザイナー/正社員 ◆ Macオペレーター/パート

★デザイン未経験者 
　も応募可！
★もちろん、即戦力大歓迎！

主婦（夫）さん
歓迎

時間等ご相談
ください！

☎0123-27-0911 《採用担当》
葉多埜・髙橋


