
2022年4月15日（金） ちゃんと13

(19時以降)
(19時まで)

千歳市幸町3丁目CS
KOMACHIビル2F

☎0123-23-2214
090-8906-4932

サンタナ
応
募

給　与▶ レギュラー/ 時給1,600円以上 
※経験者優遇

　　　　アルバイト/時給1,500円以上
時　間▶ 19:00～翌1:00の間でお好きな時間 

★短時間でもOK!
待　遇▶ 貸しスーツ等有り、 

交通費規定支給

ノンアルコールOK

未経験者歓迎
WワークOK!
日払いOK!

千歳 ア カウンター・フロアレディ

★新型コロナウイルス 

感染予防対策を施しており、 

安心して働けます！

30～40代活躍中！

〒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
勤　務▶ 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

千歳 期 施設管理

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 
※入社後、資格取得制度有

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

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

正社員 
登用有

仕　事▶ お土産品の店内販売業務全般
資　格▶ 未経験者可
給　与▶ 時給900円
時　間▶ 13:00～19:00　※応相談
休　日▶ 土・日・祝　※可能な範囲で希望に応えます。
待　遇▶ 各社保完備、交通費全額支給、制服貸与
勤務先▶新千歳空港ターミナルビル2F

☎011-811-7890 担当/渡辺・飯塚

札幌市白石区東札幌
1条1丁目1-8

はじめての方も大歓迎‼
人と接することが好きな方、
まずはお気軽にお電話ください！

平日限定パート募集

学生
歓迎

千歳 パ 販売スタッフ

電話連絡の上、写真付 
履歴書をお持ちください。 
委細は面談にて。 

新型コロナウイルスの感染予防対策をしています。

ローソン自衛隊北千歳駐屯地店 千歳市北信濃724

◆北千歳駐屯地内店舗
仕　事▶店内業務全般
資　格▶  車通勤可能な方、 

ダブルワーク・シニア・学生可
時　間▶ ①6:00～11:00 ②11:00～20:00 

③17:00～20:00
給　与▶ 時給920円
勤　務▶  週2日～ ※応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、社会保険有
勤務先▶ 陸上自衛隊北千歳駐屯地内（千歳市北信濃724） 

※中央バス「北千歳駐屯地前」停すぐ

☎42-2121

Wワーク
シニア
学生ＯＫ!!

駐屯地内の 
ローソンで
働こう!!

普段は入れない場所で、ちょっと働いてみませんか？
千歳 パ 店内業務

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

勤務先▶ 千歳市内及び近郊
仕　事▶ ①アパート・マンションの退居後の清掃 

②市内・官公庁等の日常清掃
資　格▶ 要普通免許 

※ ご自身で運転して現場へ移動できる方 
（軽自動車(AT)の社用車使用）

時　間▶9:00～16:00の間で実働3～6h
勤　務▶ 月～金の間で週2～5日
給　与▶ 時給900円
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給

時間・勤務日
応相談

扶養範囲内勤務可
千歳 ア パ ハウスクリーニング

スタッフ
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 
※時間・勤務日応相談

休　日▶日曜、祝日、年末年始

病棟クラーク 準職員

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

施設員

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

〒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

 

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

施設員 準職員
仕　事▶  病院内の施設・設備管理全般
資　格▶ 要普通免許（AT限定可）、大型特殊免許、 

危険物第二類、四類あれば尚可、 
18歳以上（深夜勤務があるため）

給　与▶日給9,500円　宿直１回/16,000円
時　間▶  ①8:45～17:30　②17:30～翌8:45(月5回程度）
休　日▶週休2日+祝日　※シフト制

通所リハビリアシスタントも随時募集！

未経験者も
応募可

扶養内可

千歳 正 社会福祉士準 病棟クラーク、施設員

ユニフォーム

ずかん

はたらくみんなの

［撥水・撥油加工］…水分・油性の汚れをはじく。
［退色加工］…塩素系漂白剤による色あせを防止。
［制電加工］…チリやホコリの付着を防ぐ。

スーパー・コンビニ カフェ・レストラン 保育園・幼稚園

配色・柄

機能性

どんなユニフォームにも合わせやすいように、無地
で汚れが目立ちにくい濃い配色のものが多いです。

ペン、小物、携帯端末などの持ち運びを考慮し、
ポケットのサイズや位置を設計しています。

業務用は
機能もスゴイ！

事で使うエプロンは「プロ仕様」！
機能性に特化したポリエステル混率の高い

ものが多く使われています。耐久性が高く、頻繁に
洗濯・クリーニングしても劣化しにくいです。他に
様々な機能を付加しているものもあります。

仕

・カラフルなプリントやナチュラルテイスト
 など、おしゃれなデザインがたくさん♪

家庭用エプロンの特徴

・耐久性が高くない綿素材が多い

ちなみに

-着用する職場の例-

販売
その他デザイナー・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

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！
★デザイン業務経験者大歓迎！

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

資　格▶ 要普免（AT限定可）、介護職員初任者研修修了（旧
ヘルパー2級）あれば尚可、介護福祉士有資格の方
は、生活相談員兼務、資格手当支給

時　間▶ 8:15～17:15（休憩1h）
休　日▶ 完全週休2日（日曜+他1日、シフト制）、祝日、 

年末年始（12/31～1/3）
給　与▶ 月給179,000～230,000円(各種手当含む) 

※年齢・介護経験のある方は金額考慮致します。 
※介護福祉士の方/月給186,000円以上可能

待　遇▶ 制服貸与、交通費支給（月6,000円迄）、賞与年2回有、
試用期間3ヶ月、各種社会保険完備、有給休暇有 
※車通勤希望の方、駐車場あります。

介護職員増員募集!
★日曜・祝日楽々お休み!
★ゆっくり休み、しっかり働く!!
●  ブランクのある方、未経験の方でも充実した研修制度が
あり、親切・丁寧な指導で安心！

● 施設の見学だけでも大歓迎です。是非ご一報ください。

デイサービスセンター
らいふてらす恵庭中島 恵庭市中島町1丁目11-3

HP▶http://life-terrace.jp/ 是非ブログをご覧ください！ 興味を持って頂けるはず♪
メールアドレス▶terrace.eniwa@gmail.com

まずはお気軽に
ご連絡ください！ ☎0123-34-8130
※パート勤務ご希望の方も遠慮なくご相談ください。

恵庭 正 介護職員

仕　事▶ 「生活情報紙ちゃんと」の配布員さん
の自宅に荷物を届ける仕事です。

資　格▶ 大きめの車をお持ちの方
給　与▶ 月11,000円程度（配達件数による）
時　間▶ 毎週水曜日の2～3h程度 

（担当軒数による）

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

「生活情報紙 ちゃんと」の配布員さんの
自宅に荷物を届ける仕事です。

水曜日だけ！

班長さん 募集!
配達員

千歳・恵庭 委 配達員（班長）

【千歳市】 
自由ヶ丘方面

募集 
地域

【恵庭市】 
北柏木方面

【応募受付センター】平日/9：00～18：00050-1752-3938

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！

㈱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）

※ コメント欄に「ちゃんとを見た」と記載ください。

◆1ヶ月のみ！タイヤ交換業務！

QRコードから他のお仕事もチェック！人気のお仕事多数掲載！

期　間▶ 5/1～5/31までの1ヶ月のみ
仕　事▶ レンタカーのタイヤ交換業務。 

自家用車のタイヤ交換と同じ要領でOKです。
資　格▶未経験者歓迎、経験不問
給　与▶時給1,250円～
時　間▶9:00～18:00
休　日▶日祝 ※週6日勤務
勤務先▶千歳市(車通勤OK/駐車場あり)

週払いOK!
（規定有）

(初回契約1ヶ月経過後に支給)

4/18～5/17の間に入社が決まった方に

2万円の手当支給！
タイヤ交換以外のお仕事も全て対象！

春の入職祭り！
オープンループパートナーズ千歳支店

仕事に関する 
詳細・ご応募はこちら来社不要！WEBでご応募ください！

千歳 派 タイヤ交換

スタッフ募集！

期　間▶4月中旬～11月下旬
時　間▶  ①、②、③、④平日/7:30～　土日祝/7:00～ 

※早番・遅番交替制（職種によって異なります。） 
※勤務時間応相談

待　遇▶ 各種社会保険完備、クラブバスにて送迎有、
制服貸与、自家用車通勤可（交通費支給）

共通項目

クラーク カントリークラブ〒061-1266 北広島市三島113番地1

 電話連絡の上、下記住所に写真付履歴書をご郵送ください。

☎011-377-3131

仕　事▶コース整備
給　与▶時給1,100円～

仕　事▶予約受付電話対応
給　与▶時給1,000円～
時　間▶8:30～16:30

④ コース管理（期間社員・アルバイト）

⑤ 予約・受付（アルバイト）

仕　事▶ハウス内清掃
給　与▶時給900円～

③ 清掃（期間社員・アルバイト）

仕　事▶キャディ業務
給　与▶日給8,000円～
★ 屋外で密にならない環境です。 
ゴルフ未経験の方や学生さんも大歓迎！

①キャディ（期間社員・アルバイト）

研修制度
充実で
安心!!

仕　事▶レストランホールスタッフ
給　与▶時給1,000円～

② ホールスタッフ（期間社員・アルバイト）

平日
のみ

4月中旬OPEN予定！
すぐ働けます！

クラーク カントリークラブ
Clark Country Club

早朝 
3時間程の
パート可

北広島 期 ア キャディ、ホールスタッフ、清掃、コース管理ア 受付


