
2022年5月13日（金）ちゃんと 12

優しい先輩が指導してくれます♪

［パート］夜勤専属スタッフ
資　格▶ 無資格OK、ブランクがある方も歓迎、 

土日勤務できる方歓迎、 
介護職員初任者研修（旧ヘルパー2級）あれば尚可

給　与▶ 夜勤1回16,000円（夜勤手当含む）
時　間▶ 16:30～翌9:30
勤　務▶ 週2日 ※応相談
待　遇▶ 雇用保険、交通費規定支給

小規模多機能型
事業所

いこい

憩の郷
さと

認知症対応型
共同生活介護事業

グループホーム

笑顔の郷

〒066-0073
千歳市北斗4丁目5番6号

電話連絡の上、写真付履歴書を郵送またはお持ちください。

☎26-5300

［正職員/パート］ケアマネジャー
資　格▶ 介護支援専門員、経験者優遇
給　与▶ ［正職員］月給215,000円～（資格手当含む） 

［パート］時給1,000円＋資格手当
時　間▶ ［正職員］9:00～18:00　［パート］応相談
勤　務▶  ［正職員］週5日　［パート］週2日～ ※応相談
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、交通費規定支給、

賞与年2回、昇給制度有　

日中ある程度の期間、 
研修があります。

ケアマネジャー
夜勤専属

Wワーク
OK

スタッフ募集！
千歳 正 パ ケアマネジャーパ 夜勤専属スタッフ

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

給　与▶ ［一般］時給936円 
［学生］時給890円

時　間▶ 8:30～13:00  
※週4日程度の勤務 
8:30～16:30 
※通し勤務も可

[応募］希望の店舗に電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。担当/店長 ㈱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

千歳・恵庭 ア パ 水産
★ 3店舗店とも 他部門も募集中です！

Web応募

千歳市日の出1丁目1-66千歳店
☎26-6660応募

給　与▶ ［一般］時給936円 ［学生］時給890円
時　間▶ 7:00～10:00　※週4日の勤務 

13:00～17:00　※週4日の勤務

◆さかなやの寿司

1名募集

2名募集

1名募集

1名募集

水 産 部 門今
回
は の募集です

Web応募
千歳市勇舞8丁目1-1長都店

給　与▶ ［一般］時給930円
時　間▶ 7:30～12:00、7:30～16:00

◆さかなやの寿司
☎23-7667応募

給　与▶ ［一般］時給930円 
［学生］時給890円

時　間▶ 8:30～13:30 ※週4日の勤務

Web応募
恵庭店 恵庭市本町210

☎33-1122応募

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。

仕　事▶ 半導体チップの外観検査（顕微鏡使用）
給　与▶ 時給889円～ 

※ 作業着への着替え時間（1日につき15分相当）
別途支給いたします。

時　間▶ 8:30～17:30（実働8h）
休　日▶ 年間122日、土・日曜日、祝日 

（会社カレンダーによる） 
※祝日出勤数日有

資　格▶未経験者歓迎
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、制服貸与、車通勤可

㈱京都セミコンダクター 恵庭事業所
〒061-1405　恵庭市戸磯385-31

女性が活躍中の職場です♪

担当/阿部・原☎34-3111

★ ほとんどの方が 
未経験から 
始めています

半
導
体
チ
ッ
プ
の

外観検査
スタッフ 募集‼

未経験者
歓迎‼

恵庭 パ 検査

子育て中、シニアの方歓迎！ 
フルタイム、午前、午後等自分に合わせてお仕事が出来ます！
仕　事▶クリーニング工場での衣類仕分け、たたみ作業
資　格▶扶養内勤務可能、未経験歓迎
時　間▶ ①8:20～16:20（休憩80分） 

②8:20～12:00　③12:50～16:20
給　与▶時給889円～ 
休　日▶日曜、祝日、他
《共通項目》
待　遇▶ 各社会保険完備、交通費規定支給、 

車通勤可、駐車場完備、クリーニング代優遇

仕　事▶ 決まったルート集配になります。最初は1週間程度、
寄り添い丁寧にご指導致しますので、ご安心ください。

資　格▶要普通免許、未経験歓迎
時　間▶ 8:20～16:20（実働7h） 

※週3日程度、残業有
給　与▶  月給/200,000円以上+各種手当 

※固定残業手当20時間分、30,000円を含む 
　超過分は別途支給　※昇給有

休　日▶ 日曜、祝日、他

〒066-0075　千歳市北信濃776-11

くらしの輝き　手から手へ

まずはお気軽にお問合せください。
担当/小池☎0123-23-4251

正社員募集

パート募集

千歳 正 集配ドライバーパ 軽作業スタッフ

◆ 軽作業スタッフ/パート

◆ 集配ドライバー/正社員

食事補助有!!

小樽市稲穂1-3-6
サンモール1番街株式会社ニュー三幸Since1954

期　間▶11月中旬まで
資　格▶ 公共交通機関がない為、車通勤できる方
給　与▶ ①時給950円～  

②④時給900円～  
③時給1,200円～ 
※③は試用期間2ヶ月有/時給1,000円

時　間▶ (a)6:00～12:00 (b)9:00～16:00 
※その他6:00～18:00の間で6h勤務

勤　務▶ 週3～5日 ※応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、 

食事補助有（1食220円）
勤務先▶  恵庭カントリークラブ クラブハウス内 

レストラン（恵庭市盤尻53番地2）

【受付/9～17時】
 ※12～14時は除く

まずは、お気軽にお電話ください。
☎0123-32-3311

①レストラン接客 ②調理補助・洗い場
③調理スタッフ（調理師免許保有者）④コース売店スタッフ

恵庭カントリークラブの

ゴルフ場レストラン

恵庭 ア パ 接客、調理、調理補助、売店

急募
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166,000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2.55ヶ月分）、 

通勤手当規定支給、有給休暇、昇給年1回
《共通項目》
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)

週休2日！
夜勤なし！

各種手当
昇給年1回

【準職員】看護師・准看護師

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

仕　事▶ 利用者の生活相談業務全般、 
サービス提供・運営にかかわる業務全般

資　格▶ 社会福祉士、介護支援専門員、 
社会福祉主事のいずれか

時　間▶ 8:30～17:30
給　与▶ 月161,150～215,500円
休　日▶ 土日祝
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

【正職員】生活相談員
千歳 正 生活相談員準 看護師・准看護師

生活情報紙 「ちゃんと」 の営業スタッフを募集します。

営業募集
仕　事▶ 生活情報紙｢ちゃんと｣の 

広告・企画営業
資　格▶ 要普免、 

千歳・恵庭市内在住の方、 
エクセル操作できる方

給　与▶ 月220,000～
420,000円

時　間▶ 9:00～18:00 
（休憩95分） 
※月曜日は若干の残業が 
　あります。

休　日▶ 日曜日、隔週土曜日  
※月6～8日

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1～3ヶ月位有

千歳･恵庭エリアの
生活情報紙発行

応　募▶写真付履歴書をご郵送ください｡書類選考の上、後日ご連絡致します。

☎0123-27-0911
〒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

正社員
あなたの「好き！」を活かしませんか？

千歳・恵庭 正 営業

WEBで手軽におシゴト探し 外出先でも

検索ちゃんと 求人ナビ

いつもの
移動時間

でも

毎週木曜日
更新中！

https://chanto.biz/qnavi/

①

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

①【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

②【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▶ 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

清
掃
（
千
歳
）

入社後すぐに使える特別有休制度有!!

③【パート】千歳市役所/千歳市東雲町
給　与▶時給898円
時　間▶7:00～11:00　※実働3h
休　日▶ 土・日・祝
待　遇▶交通費規定支給、制服貸与

⑤【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

清
掃
（
千
歳
）

④【パート】北ガス千歳店/千歳市清水町
給　与▶時給898円
時　間▶5:00～9:30　※実働4h
勤　務▶月・火(週2回)
待　遇▶交通費規定支給、制服貸与

千歳 パ 清掃

☎0123-24-3771平日

090-9753-1547土日

まずはお気軽にお電話ください

清掃員募
集

事業許可番号/労働者派遣事業 派 13-010538 
有料職業紹介13-ユ-010554

千歳市幸町6丁目18-3 千歳駅前ビル2F
ランスタッド株式会社 千歳支店

（受付時間/9:00～18:00）
℡050-1744-6601

【長期】清掃・洗いもの
仕　事▶ 使った調理器具や 

トレーなどを洗う作業。 
そのほか、床掃除や作業台を拭くなど
の清掃。

時　間▶ ①7:30～11：30 
②16：00～21：00（実働4h） 
※ ①、②どちらか固定。 
ご希望をお伝えください。

【長期】おかずの盛りつけ
仕　事▶ トレーなどに出来上がった 

おかずを盛り付ける作業。
時　間▶ ①5:00～14：00（実働8h/休憩60分） 

②5:00～9：00（実働4h） 
※ ①、②どちらか固定。 
もしくは両方可能な方歓迎。

【長期】雑貨類のセット
仕　事▶ カートにドリンクや 

備品などをセットする作業。
時　間▶ 9:00～18:00（実働8h/休憩60分） 

※月に5、6日 7:00～16:00の場合有

【長期】調理補助
仕　事▶ 材料の簡単なカットや 

盛り付けなどの作業。
時　間▶ ①9:00～18:00 

②11:00～20:00、 
　12:00～21:00（実働8h/休憩60分） 
※ ①、②どちらか固定。 
ご希望をお伝えください。

【共通項目】
給　与▶ 時給1,100円　※月収例：18.4万円～以上可（月21日勤務の場合）
期　間▶ 即日～長期（3ヶ月以上）
休　日▶ シフト制による週休2日　※休み希望制度有！
待　遇▶ 各種社会保険完備、交通費規定支給、残業手当、無料駐車場完備　※詳細は面談にて
勤務先▶ 新千歳空港近郊
☆おすすめポイント☆
☆交通費支給（上限４万円迄）　☆ 市内無料送迎あり　※ただしエリア・勤務シフトによる
お気軽にご相談ください♪

【急募】＊入社日はご相談ください＊
２０～６０代の幅広い年齢層が活躍！人気の職場です♪

千歳 契 清掃・洗いもの、盛り付け、雑貨類のセット、調理補助


