
2022年4月8日（金） ちゃんと15

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 ※要相談

農産パート

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

デリカパート

時　間▶ ①9:00～13:00 ②12:00～16:00 
※①②シフト制 ※要相談

レジパート

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

《パート共通項目》
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

向陽台店千歳市白樺2-3

☎28-3511応募 担当/鎌田

千歳 ア レジ兼品出しパ デリカ、農産、レジ

仕　事▶ まかない作り、洗濯等
資　格▶ 未経験者歓迎、60歳まで(定年雇い止めのため) 

※再雇用制度有/65歳まで
給　与▶ 日給6,700円 ※頑張り次第で昇給有
時　間▶ 8:30～16:30（休憩有）
勤　務▶週2～3日（シフト制 ）
待　遇▶交通費補助有

㈱西洋軒 千歳市千代田町
1丁目1-7

☎23-2216電話連絡の上、写真付履歴書を
お持ちください。【担当】岩崎

RESTAURANT

SEIYOKENSEIYOKEN

裏方のお仕事です。接客はありません。

★扶養内勤務OK! ★頑張り次第で昇給有!

簡単な家庭料理が 
出来れば大丈夫です♪

千歳 パ 炊事係

期　間▶即日～通年
仕　事▶ 従業員送迎ドライバー
資　格▶ 中型一種免許をお持ちの方
給　与▶時給1,060円
時　間▶ 7:00～20:30(実働5.5h) 

※休憩時間は勤務時間によって変動有
勤　務▶ 週2、3日
待　遇▶ 労災保険、雇用保険、交通費規定支給
勤務先▶（株）ケイシイシイ第2工場

千歳市泉沢1007番地111（株）ケイシイシイ

ドライバー
送迎バス

★ 千歳駅から会社までの送迎なので、 
ルートを覚えやすい♪
電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

詳細は面談にて。

☎0123-28-3155
受付/9～17時（平日のみ）　担当/宮川

★資格を生かせる!! ★待遇充実♪

千歳 ア 送迎バスドライバー

千歳 期 施設管理

〒066-0281 千歳市支笏湖温泉 支笏湖ビジターセンター内

まずはお気軽にお電話ください。

自然公園財団支笏湖支部一般
財団法人

☎25-2453 受付/10:00～15:30
担当/木林・佐々木

期　間▶ 5/1～10/30まで
仕　事▶ 支笏湖ビジターセンターでの観光案内、 

自然解説、施設清掃、事務作業等
資　格▶ 要普通免許（車通勤可能な方）、外国語ができる方尚可
時　間▶ 8:30～17:30
給　与▶日給7,500円
休　日▶ 月10日程度　※土・日・祝日働ける方、歓迎
待　遇▶ 交通費規定支給 

観光案内所スタッフ募集
支笏湖ビジターセンター

（有）桑山緑化
■花苗生産・販売

担当/桑山☎33-8062
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

配達は2ｔ車で道央圏内です!!
体力に自信のある方・体を動かすことが好きな方

恵庭市中央525番地
（桑山農園）

仕　事▶花・野菜苗物出荷作業
給　与▶ 時給920円
時　間▶ 8:00～17:00の間で実働3～8h 
　　　　※12～13時は昼休憩

給　与▶時給1,200円
時　間▶ 8:00～17:00

◆ドライバー兼作業員

◆農作業員

資　格▶ 要免許、マイカー通勤可
期　間▶ 即日～6月中旬（通年も可、要相談） 

※試用期間1週間有
休　日▶週1～2日
待　遇▶ 労災保険、雇用保険、社会保険、 

精勤・皆勤手当（20日以上）、繁忙期手当

共
通
項
目

恵庭 パ 農作業員、ドライバー兼作業員

履歴書（写真付）は「カリンバこどもクリニック応募」と 
ご記入の上、下記送付先へご郵送ください。

お問合わせは電話・メールでお気軽に！

 karinbakodomo@gmail.com
 090-6699-1334 （担当/星）

恵庭市黄金南5-3-8

〒003-0021 札幌市白石区栄通20丁目7-7 
　　　　株式会社くるみクリエイティブ送付先

時　間▶  月・火・木・金/8:30～18:00 
水・土/8:30～13:00 
（カンファレンス等の日は14:00まで）

休　日▶ 日祝他、夏季休暇、年末年始、特別休日
待　遇▶ 厚生年金健保加入、車通勤可、有給休暇、交通費、 

業績・評価に応じ賞与・昇給有

経験者歓迎・未経験の方もご応募ください!
仕　事▶ 受付会計診療報酬請求、診療補助、 

院内環境整備（電子カルテ使用）
給　与▶ 月給175,000円～ 

★別途交通費規定支給

◆医療事務（正職員）

仕　事▶ 処置、診察介助、電子カルテ入力、院内環境整備
給　与▶ 月給210,000円～ 

★業者介さず応募・採用の方：特典あり

◆看護師（正･准/正職員）
★他職種事務、サービス業からの転職歓迎いたします。

★医療事務（パート）も同時募集! （時給950円～）

《共通項目》

恵庭 正 医療事務･看護師

◆正社員

◆パート

資　格▶フォークリフト免許
給　与▶月220,000円
時　間▶8:30～17:30

仕　事▶倉庫内でのピッキング、ラベル貼り等
給　与▶時給1,000円
時　間▶ ①8:30～12:00　②13:00～17:30 

③8:30～17:30 
※シフト制　時間選択も可

《共通項目》
休　日▶日曜日、他
待　遇▶ 社保完備（勤務時間による)、 

交通費規定支給、制服貸与

5名

15名
まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-21-9713
セーフティ&エコロジー、トランスポート&ツーリズム

トランスパック株式会社
千歳市平和1006-1385

募 集‼

千歳 正 フォークリフト作業パ 倉庫内作業

週休2日、夜勤なし！

仕　事▶ 入所者の看護業務全般
資　格▶ 看護師･准看護師
時　間▶ ①7:00～16:00 ②7:30～16:30 

③9:00～18:00 ④9:30～18:30 
※各シフト休憩1h

給　与▶ 月163,400～202,750円 
＋資格手当10,000円、オンコール1,000円/回数分

休　日▶ 週休2日（シフト制）
待　遇▶ 各社保完備、賞与年2回（計3.4ヶ月分）、 

扶養・住居・通勤手当（各手当規定支給）、 
寒冷地手当（11～3月）、有給休暇、昇給年1回、

勤務先▶ 特別養護老人ホーム やまとの里（千歳市大和4丁目2-1)

各種手当昇給年1回

賞与年2回（3.4ヶ月分）

応募
社会福祉法人
千歳福祉会

〒066-0066
千歳市大和4丁目2-1

採用担当/中尾 
（受付/9:30～17:30）☎0123-49-6805

千歳 正 看護師・准看護師

【正職員】看護師・准看護師

準職員・パート看護師さんも
同時募集 お気軽にお問合せはください

☎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。

スタッフ募集!

千歳市幸町
2丁目3-2

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

◆ 調理師（見習い） 正社員

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

◆ ホールスタッフ アルバイト

千歳 正 調理ア ホール

千歳市新富1丁目7-5
 平和ビル1F

☎22-7400【受付時間/9～16時】応 募

仕　事▶ PC入力作業、電話・来客対応、 
銀行などへの外回り（社用車使用）

資　格▶ Excel、Word等、基本的なPC操作が可能な方
時　間▶ 8:30～17:00　※実働7.5h
休　日▶ 土日祝、年末年始（12/30～1/3） 

※年間240日の勤務です。
給　与▶ 月15～17万円
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、有給休暇

残業なし！お休み充実♪
学校行事への参加も可能
子育て世代が働きやすい環境です♪
千歳 正 一般事務

仕　事▶ 浴場内・岩盤浴場内、館内共用部分の 
モップ掛けや消毒等の簡単な清掃

時　間▶ 6:00～9:00
給　与▶時給890円～
勤　務▶週2～4日
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、 

制服貸与、車通勤可（無料駐車場有）、 
従業員割引有（一緒に来店した家族も対象）、 
仕事終わりの温泉入浴無料

恵庭市戸磯
397-2えにわ温泉 ほのか

担当/なんば・こんどう☎32-2615応募

早朝清掃
スタッフ募集！

恵庭 パ 清掃

★新型コロナウイルス積極的に対策中
★未経験者歓迎!!

まずはお電話ください。［担当者直通番号］ジェラテリア ミルティーロ
千歳市長都2 080-3605-6582 【採用担当者】※JR長都駅から約3km

受付/8時～16時30分

仕　事▶ 店内業務全般（接客、ジェラート盛り付け、清掃等） 
★盛りつけは従来の「ヘラ」を使用せず、 
「ディッシャー」で行います。 
誰にでも簡単にできるお仕事です。

勤　務▶ 基本平日 ※週2～4日 
※土、日、祝、勤務できる方尚可

時　間▶ 11:00～18:30の間で実働5h 
例/11:00～16:00、12：30～17：30、13：30～18：30

給　与▶ 時給900円～ 
※試用期間１～3ヶ月（研修有、時給889円）

期　間▶4月上旬～9月30日
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与

仕事終わりにジェラートを食べられます♪
販売スタッフ 6・7月は

950円時
給

8月は

1,000円時
給

主婦(夫)の方
歓迎

《期間》9月30日まで

繁忙期手当
6～8月あります！

千歳 パ 販売スタッフ

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 

※ザ･ノースカントリーGC、文教大学、千歳市民病院は土日も対応

☎0123-24-3771平日

 090-9753-1491土日

【パート】千歳市水道局/千歳市東雲町
給　与▶時給898円
時　間▶ 7:00～10:30、13:30～17:00 

※実働3.5h　※シフト制
休　日▶土・日曜、祝日
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給
【パート】千歳科学技術大学/千歳市美々
給　与▶時給950円
時　間▶7:00～10:30　※実働3.5h 
休　日▶ 水・土・日曜、祝日他 

※学校スケジュールによる
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、 

車通勤可能な方
【パート】ザ・ノースカントリーGC/千歳市蘭越26
●長時間勤務
給　与▶ 時給950円～
時　間▶ 7:00～16:00、10:00～18:00　 

※実働7h
休　日▶ 週2日
待　遇▶ 社保加入、交通費規定支給、制服貸与
●短時間勤務
給　与▶ 時給950円～
時　間▶ 6:30～19:00の中で実働3.5h 

例）6:30～10:30、 
　12:30～17:00など

休　日▶ 週2日以上
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与

清
掃
（
千
歳
）

【正社員】千歳市民病院/千歳市北光2丁目1-1
資　格▶ 60歳未満※定年雇い止めの為 

二級ボイラー技士（実務経験あれば尚
可）、乙種第4類危険物取扱者、 
※電気工事士あれば尚可

給　与▶ 月給200,000円～（諸手当を含む）
時　間▶ ①8:30～17:00 

②17:00～翌8:00 
※①②シフト制

休　日▶ 週2日以上
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、 

制服貸与、退職金制度有

設
備
（
千
歳
）

【パート】北海道文教大学/恵庭市黄金中央5丁目
給　与▶ 日給7,184円～ 

（夜勤手当・深夜手当別途支給）
時　間▶ ①16:30～翌8:30　 

②8:30～16:30　※シフト制
勤　務▶月10～12日
待　遇▶ 雇用保険加入、交通費規定支給

警
備
（
恵
庭
）

【パート】花ロードえにわ/はなふる/恵庭南島松
給　与▶時給898円
時　間▶ 7:00～11:00、13:00～17:00 

※シフト制
勤　務▶週2～3日
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給

清
掃
（
恵
庭
）

清
掃
（
千
歳
）
【パート】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

【正社員】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▶  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

清掃・設備・警備

春の増員募集
パート正社員

入社後すぐに使える特別有休制度有!!

千歳・恵庭 正 パ 清掃、設備パ 警備


