
2022年4月29日（金） ちゃんと15

㈱日本デイケアセンター札幌支店

無資格･未経験者歓迎‼

お電話またはメールにてご応募ください。《担当/寺西》

☎011-206-8582

勤務先▶千歳市内病院
仕　事▶ 患者さまの身の回りのお世話等、看護補助業務全般
給　与▶ 時給1,100～1,250円 ※経験考慮
時　間▶ 日勤/7:00～20:30（実働8h、休憩45分） 

夜勤/16:30～翌8:30（月5～7回） 
※勤務日数、時間は応相談

休　日▶ 4週8休+祝日相当数
待　遇▶ 社保完備、扶養内勤務可、車通勤可、 

交通費規定支給（上限3万円)、無料駐車場有

sapporo@nihon-daycare-center.co.jp

札幌市中央区大通西8丁目2-39　北大通ビル7F

■労働者派遣業 派13-010809

夜勤のみも
歓迎‼

千歳 派 看護助手

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▶ ①時給950円～　②時給889円～
時　間▶ ①8:30～16:15（実働7h　休憩45分） 

②10:00～15:00（実働4.5h　休憩30分） 
※多少の残業の場合有

休　日▶ ①週休2日制　※シフト制
勤　務▶ ②週3日～OK 

※ フルで働きたい方（週30h以上）社保加入可、要相談
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

未経験者OK

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

ホテルの❶清掃責任者 ❷客室清掃者

車通勤OK

千歳 パ 清掃責任者、客室清掃者
お仕事で使

う

アレってな
～んだ

理容室ということを示すもの。
有平糖というお菓子に似ていることから
｢有平棒(あるへいぼう)｣とも呼ばれます。
多くの諸説がありますが、
｢赤は動脈、青は静脈、白は包帯｣
という由来があります。

？ 床
屋
さ
ん
の 

サ
イ
ン
ポ
ー
ル

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

ローソン自衛隊東千歳駐屯地店 千歳市祝梅1016

☎22-2241 ※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。

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▶ ①5:00～10:00 ②5:00～14:00、 

③8:00～14:00(土日のみも可)、 
④14:00～23:00 ⑤17:00～23:00

給　与▶  時給960円 
※5:00～8:00までは時給1,000円 
※19:00～22:00までは時給1,000円 
※22:00～23:00までは時給1,200円

勤　務▶ 週2日～
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、社会保険有
勤務先▶ 陸上自衛隊東千歳駐屯地内（千歳市祝梅1016）

◆東千歳駐屯地内店舗
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

仕事内容が
選べます!

仕　事▶バス・トラック用リトレッドタイヤの製造
資　格▶ 35歳まで（若年層のキャリア形成を図るため)、 

未経験者歓迎、要普通自動車免許
給　与▶月給177,000～241,700円
時　間▶ 8:00～16:45、16:15～翌1:00 

※いずれも実働7.75h　※シフト制

仕　事▶ トラックにて使用済みタイヤを回収、リトレッド
タイヤ製品の納品

資　格▶ 38歳まで(若年層のキャリア形成を図るため）、 
未経験者歓迎、要普通自動車免許、 
大型自動車免許保持者大歓迎

給　与▶月給185,400～222,400円
時　間▶ 8:00～16:45　※実働7.75h

千歳市上長都1044-1 

電話の上、写真付き履歴書をお持ちください。

◆ リトレッドタイヤの配送・回収業務

◆ 製造スタッフ

ブリヂストンBRM株式会社千歳事業所
☎0123-23-1171 受付/8～17時 

採用担当

一緒に頑張りましょう！
★年間休日120日　お休み充実

休　日▶ シフト制　※当社カレンダーによる　※年間休日120日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、食事補助有、有給休暇

《共通項目》

未経験者 
大歓迎！

千歳 正 製造、配送・回収

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

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1,000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　★正社員登用制度有

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、制服
貸与、ホールスタッフのみ賄い有

共
通
項
目

ホール・清掃スタッフ 
募集♪

主婦（夫）歓迎！WワークOK!

未経験者
歓迎♪

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）

◆客室清掃スタッフ　★女性活躍中！

千歳 パ ホールスタッフ、清掃スタッフ

ミートマルシェ「B-style’s」

千歳市柏台南
1丁目1-9（株）

仕　事▶ 肉や惣菜などの調理、畜産加工品・テイクアウト
商品などの接客・販売、品出しなどの店内業務

資　格▶未経験者歓迎、主婦（夫）、フリーター歓迎
給　与▶ 時給930円～ 

※7:30～9:00/時給1,030円～ 
※試用期間（最大3ヶ月）/時給910円

時　間▶7:30～20:30の間で5～8h
勤　務▶週3～6日　※応相談
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、昇給有、 

年末年始手当、制服貸与、正社員登用制度有
勤務先▶ミートマルシェ「B-style’s」

【受付/9時～17時】　担当/羽根田（はねだ）
☎0123-49-3366

まずはお気軽にお電話ください。 

新千歳空港国内線ターミナルビル2Fに

OPENしました！

◆早朝7:30～9:00は時給 円～！1,030
◆フルタイムで働ける方大歓迎！　扶養内も応相談！

北海道のソウルフード 
「ザンギ」「ジンギスカン」等 

全道各地の美味しいお肉を扱っています。

3/30

今すぐ  ・ 連休明けから ・ 6月から

千歳 ア パ 販売、調理補助

勤務開始日は、 
ご相談ください。

仕　事▶ ロバパン恵庭工場からスーパー等へ、 
パン等を配送する業務

資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇、 
要普通免許（AT限定不可）

給　与▶ 正社員/月給260,000円 
嘱託/月給250,000円 
※いずれも試用期間同条件 
※深夜・残業・家族手当・交通費含む

時　間▶ ①23:00～翌11:00 
②0:00～12:00 
③1:00～13:00 
※実働11h　※シフト制 
※多少の変動・残業有

休　日▶ 月8日 ※シフト制 ★連休も可
待　遇▶ 各社保完備、車通勤可、制服貸与 

交通費規定支給（上限15,000円まで）、 
※福利厚生で、札幌ドーム野球観戦 
チケット、ゴルフ会員権、夏祭り

・決まったルートの固定配送
・交通量の少ない深夜のスタート
・覚えるまでしっかりサポート
・休日は可能な限り希望を叶えます。
・GW明けからの勤務もOK!
正社員 嘱託

札幌市白石区米里3条3丁目6-24 

しらいトランク・サポート株式会社 
☎011-871-2626 担当/高橋

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は、しらいトランク・サポート㈱車両センター
で行います。（札幌市白石区東米里2178-1）

普通免許でOK
未経験者も歓迎！

恵庭 正 嘱 ルート配送ドライバー

アルバイト体験記 千歳市/漫画大好き人間

　19歳の頃、社会勉強のために、清掃
員として働く母の紹介でスーパーの品出し
の仕事を始めました。品出しと言っても、
商品のダンボールを開けて商品棚に並べる
作業の他に、お客様に欲しい商品の場所を
聞かれることもあり、当初の私は人見知り
が激しく笑顔も苦手でしたので、いつも緊
張して仕事をしていました。そんな中、お
客様の要望に応えた後の、ありがとうと伝えてくれる嬉しそうな笑顔を
見る度に、暖かい気持ちになりやりがいを感じました。
それからは、ただ決められた仕事をこなすだけでなく、目の前に人が

いなくても ｢いらっしゃいませ｣ と店内に伝わるような声を出し、お客
様から正社員の方まで、積極的に関わることで自分を変えることを心掛
けました。そうすることで、働いている中で様々なトラブルもありまし
たが、上手く対応出来るようになり、次第に仕事に自信がついて、人見
知りもちょっぴり克服できました。
商品を売り場に出すのみの単純な作業の中でも、自身を成長させられ

た貴重な経験が出来たと思います。お問い合わせ 
（受付/8:45～17:15）

〒064-0804　
札幌市中央区南4条西6丁目8-3
晴ればれビル10階
担当/総務課 採用担当

郵
送
先

札幌市西区宮の沢1条1丁目1-10

公益財団法人
さっぽろ青少年女性活動協会

仕　事▶ 千歳市児童館・学童クラブにて、児童の指導業務及び、施設管理業務
資　格▶ 高卒以上、令和5年4月1日現在で59歳以下（定年60歳の為)、 

かつ、いずれかに該当する方 
① 幼稚園・小学校・中学校、義務教育学校・高等学校・中等教育の教諭

　　　　　資格保有者、または社会福祉学・心理学・教育学・社会学・芸術学・
　　　　　体育学を専修する学科もしくはこれらに相当する課程を修めて卒業した方 
　　　　②保育士、社会福祉士の資格保有者 
　　　　③ 2年以上児童福祉事業（児童館等)に従事した経験（令和4年6月1日時点）、 

かつ総勤務経験2,000時間以上の方
給　与▶月給162,600円
時　間▶午前8時～午後6時30分の間で実働6h 
休　日▶ 4週を通じて8回の指定日、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、賞与年2回、有給休暇
応　募▶写真付き履歴書・職務経歴書を郵送またはメール（PDF）でご提出ください。 
勤務先▶ 千歳市内児童館、学童クラブ

◆児童指導員

☎011-299-4590
メール
syaa-saiyou2022@syaa.jp公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会

千歳市児童館・学童クラブにて、「遊び」を通じて
子どもたちの成長を支える
職員を募集いたします。

令和4年6月1日（水）
令和4年5月10日(火)
令和4年5月12日（木）または5月13日（金）

※ 選考の日程は 
予定です

採用日
1次選考
最終選考

千歳 正 児童指導員 

給　与▶ 時給913円 ※試用期間中/時給889円 
※ 月収例/913円×7h×12日 
＝76,692円

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

勤務も可能。お問い合わせください。 
※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

(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。

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

2名増員募集

★休みが多いので予定が立てやすいです！

清掃兼受付 スタッフ 
募集‼

千歳 パ 清掃、受付




