
2022 年 3 月 25 日（金） ちゃんと17

スタッフスタッフ
募集！募集！

ウェブサイトもご覧ください▼ 
※24時間365日応募受付OK!

仕　事▶�入院病棟での看護師の補助業務�
（事務補助、電話対応、軽介助）

資　格▶��高卒以上、資格・経験不問、医療事務経験あれば尚可
給　与▶�時給1,100円
時　間▶�月・火・木・金/8:45～17：30�

水・土/8:45～12:45
休　日▶日曜、祝日、年末年始

病棟クラーク 準職員

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

扶養内勤務扶養内勤務

社会福祉士 正職員

仕　事▶患者様の相談や支援に係る業務全般
資　格▶�社会福祉士資格、Excel・Wordの基本操作、�

社会福祉士の業務経験があれば尚可
給　与▶※詳細は面談にてお伝えします。
時　間▶�①8:45～17:30　②8:45～12:45（水・土)
休　日▶シフト制

《共通項目》�
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

リハビリアシスタント

社会福祉士
病棟クラーク

（医）豊友会 千歳豊友会病院 Chitose Houyukai Hospital

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。
〒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☎24-4191

電話

応募はコチラでも 
簡単にできます!

https://www.foryou-hp.or.jp

千歳 正 社会福祉士準 病棟クラークパ リハビリアシスタント千歳・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�

仕分け仕分け・・梱包梱包・・配布配布

パ 業務スタッフ

まずはお気軽にお電話ください！

千歳市北斗4丁目13番20号 ☎0123-27-0911
■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

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

スタッフスタッフ

のの生活情報紙生活情報紙

仕　事▶�野菜加工工場の敷地内にて、フォークリフ
トを使用し、野菜類などの運搬をする作業

資　格▶�フォークリフト免許保持者
給　与▶時給1,000円～ 
時　間▶�8:00～17:30�

※休憩1.5h
勤　務▶週3～6日　※希望応相談　※日曜日休み
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、服装自由、

社員登用制度有

【受付/午前中】

まずはお電話ください。�
面接日時・勤務開始日は相談に応じます。

☎0123-29-3320
千歳市上長都1160-21トライフード（株）

フォークリフト作業スタッフ
募集

日数 
応相談

千歳 ア パ 工場内作業

千歳市釜加135番地（勤務先）

☎22-5371 担当/松谷

坂本造園株式会社

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

期　間▶�即日～6月�
（9月までの延長も有り）�
※4月からでも可

仕　事▶花苗手入れ・出荷作業
時　間▶8:00～17:00
　　　　※1日3h～で勤務時間相談OK
給　与▶ 時給900～950円（勤務時間による）
勤　務▶週1日～　※応相談
待　遇▶交通費規定支給

千歳 期 ア パ 花苗生産・作業スタッフ
募募
集集花苗生産花苗生産 作業スタッフ作業スタッフ＆＆

《4 月・5 月限定！》 《4 月・5 月限定！》 
土・日・祝 土・日・祝 

出勤できる方は出勤できる方は

950950円円〜〜時時
給給

2022年度

ポーターコース管理

まずはお気軽にお電話ください。
担当/佐藤

☎0123-21-2111〒066-0005　千歳市協和1392番地
新千歳カントリークラブ
全国146コースを運営するPGMグループです。

《共通項目》
期　間▶4月1日～11月下旬
資　格▶18歳以上、車通勤できる方
休　日▶�［フルタイム］月6～7日�

［パート］月12～14日
待　遇▶�社保完備（フルタイムのみ）、�

交通費規定支給、�
有給休暇制度、社員食堂有、�
PGMグループゴルフプレー優待制度仕　事▶�プレー前・プレー後のお客様対応�

（バッグの積み下ろし等）
給　与▶�時給890円
時　間▶�①6:00～15:00�（休憩1h）�

②10:00～19:00�（休憩1h）

◆ポーター（フルタイム・パート）

仕　事▶ゴルフコースの美化・整備
給　与▶�時給950～1,000円 ※経験者優遇
時　間▶�平日/6:00～15:30�（休憩1.5h）�

土日祝/5:30～15:00�（休憩1.5h）

◆コース管理（フルタイム）

ゴルフ場で
働いて
みませんか

新千歳カントリークラブ

勤務時間は季節により変動があります。
詳細は面接の際にお尋ねください。

千歳 パ コース管理、ポーター

【千歳市美々】荷物の仕分け
期　間▶�即日～長期
資　格▶�土日勤務できる方歓迎、�

自力通勤できる方
給　与▶�時給1,000円  

※22時以降/時給1,250円
時　間▶�20:00～24:00（実働4h程度）
勤　務▶週2日～�★WワークOK
待　遇▶�労災保険、週払い可、車通勤可、�

無料駐車場完備、服装自由

WワークOK!WワークOK!
1,0001,000円円

★服装自由! ★週2日〜OK!!

時
給

有限会社 ロジスパワー

まずはお電話ください。
写真付履歴書を持って面接にお越しください。

☎26-3570☎26-3570
080-5729-7602080-5729-7602（土日祝/千葉）

【受付/月～金�9時～18時】

千歳市東雲町
1丁目9-6

千歳 ア 荷物の仕分け

千歳市美々新千歳空港内�ターミナル�アネックスビル1階
東京美装北海道㈱千歳支店

応 募 ☎0123-24-☎0123-24-37713771平 日

資　格▶公共交通機関による通勤が出来る方
給　与▶��月給156,000～180,000円
時　間▶7:00～16:00
休　日▶週休2日
待　遇▶�賞与有、退職金制度有、制服貸与、�

交通費規定支給

❶[正社員/清掃]新千歳空港（千歳市美々）

資　格▶公共交通機関による通勤が出来る方
給　与▶時給898円
時　間▶7:00～11:00　※実働4h
休　日▶週休2日以上�※応相談
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、雇用保険加入

❷[パート/清掃]新千歳空港（千歳市美々）

パート正社員

清掃員清掃員増員募集！増員募集！

千歳 正 パ 清掃

＼仕事探すなら／

ご
主
人
様
の

お
仕
事
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☎0123-46-5829
お電話またはメールにてご連絡ください。 担当/高橋、松田【電話受付/10〜19時】

chitose@matsuo1956.jp

新千歳空港店/フードコート店
千歳市美々新千歳空港3F

アルバイト・パート

ホール・キッチン

◎ お子さんの急病や、 
春・夏休みも対応可能♪

◎月2回、希望でシフト作成します。

仕　事▶�ホール中心の接客、�
レジや厨房のお手伝い等

給　与▶�一般/時給958円～ 
高校生/時給928円～

時　間▶�10:00～21:00の間で3～8h�
（応相談）

勤　務▶�週2～6日（応相談）　※シフト制
待　遇▶�各社保完備、昇給制度有、�

交通費規定支給（上限5万円）、�
制服貸与、食事補助有、�
従業員割引有、有給休暇有、�
昇給制度有

時間帯時間帯
相談可相談可

フリーター・フリーター・
パート・学生パート・学生さんさん

大歓迎
短時間/長時間 両方可能‼

未経験者歓迎！ブランクOK !未経験者歓迎！ブランクOK !

レストラン・フードコート 
2 店舗同時募集！

扶養範囲内
平日・フルタイム
全部OK!!

千歳 ア パ ホール・キッチン

初めは、皆んな初心者です！ 
一緒に楽しく、働きましょう！

電話連絡の上、写真付き履歴書をご郵送ください。

仕　事▶�障がいのある方の仕事を支援します。�
スキルアップや就職をサポートするお仕事です。

時　間▶�9:00～17:00の間で実働4ｈ～�
※�「扶養範囲内で」「週3日程度」「9:30～15:30」
等、ご希望の働き方をご相談ください。

給　与▶時給1,010円
資　格▶未経験者歓迎
休　日▶�日曜日、隔週土曜日　※平日のお休みも可能です。
待　遇▶各社保険完備、交通費規定支給、有給休暇

〒066-0081社会福祉法人 
千歳いずみ学園 

担当/玉井☎42-8113

「ふとんクリーニング」「ふとんクリーニング」
「リズム＆ベーカリー」「リズム＆ベーカリー」いずみワーク いずみワーク 

センター内でセンター内で のお仕事です！のお仕事です！

千歳市清流2丁目4番4号  
いずみワークセンター

千歳 パ 職業指導員

レンタカー・ガソリンスタンド業界の経験者歓迎!

新卒・転職者歓迎！

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-26-2191 《担当》
つのだ

仕　事▶�新車、中古車の販売業務、軽整備、他
資　格▶�未経験者歓迎、�

要普通免許（AT限定OK）
給　与▶ 月160,000円～ 

※例/月200,000円以上も可能 
※試用期間1～6ヶ月/時給889円～

時　間▶�10:00～19:00（実働8h）
休　日▶�4週8休、他シフト制、年末年始�

※会社カレンダーによる
待　遇▶�各社保完備、業績賞与年2回、�

燃料手当、交通費規定支給、車通勤可、
カップ式飲料機使い放題

スターオート
千歳市東雲町5丁目7-3�株式会社スターオート 千歳店

http://starauto1995.com/

正社員
募集!

月20万円以上
も可能‼︎

千歳 正 販売、軽整備

★経験者歓迎 !
★車好きな未経験者歓迎‼︎

アルバイトパート

仕　事▶�レンタカーの受付等�
※仕事を覚えて、もっと頑張りたい方
　は時給UP！

資　格▶�経験者歓迎、要普通免許（AT限定OK）
給　与▶�時給900円～
時　間▶�7:30～19:00の間でシフト制��

※応相談
勤　務▶�週3日～�※シフト制�

※土・日曜のみ・Wワーク等応相談
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、�

カップ式飲料機使い放題

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-26-2191《担当》
つのだ

千歳市東雲町5丁目7-3�
ニコニコレンタカー千歳東雲町店

ニコニコレンタカー
千歳東雲町店

ス
タ
ッ
フ
募
集

ス
タ
ッ
フ
募
集

千歳 ア パ レンタカー業務


