
2022年5月20日（金）ちゃんと 10

金森

090-5959-8691
☎0123-46-5891
千歳市高台5丁目5-2

担当/
金森

お気軽にお電話ください。

資　格▶健康な方
仕　事▶食事作りと清掃
給　与▶時給1,000円
時　間▶9:00～13:00 ※応相談
勤　務▶週3日程度 ※応相談
待　遇▶交通費支給
勤務先▶ 千歳市高台5丁目5-2 

（サツドラ千歳高台店から徒歩1分）

千歳 パ 家政婦

◆新富1丁目3-5
時　間▶16:00～19:00（実働3h）
勤　務▶週4～5日　※車通勤可
休　日▶日曜日
◆北光2丁目/院内
時　間▶ ①6:00～10:00（実働4h） 

②17:30～20:00（実働2.5h）
勤　務▶月～金曜、週2日～　※シフト制、応相談

給　与▶時給890円
待　遇▶交通費規定支給共通項目

千歳市美々新千歳空港内 ターミナル アネックスビル2F

受付/9～17時
※日・祝を除く

■総合施設管理 千歳支店日興美装工業㈱

まずはお電話の上、面接の際に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-1171

清掃スタッフ募集
千歳 ア パ 清掃

Wワーク
OK

まずはお気軽にお電話ください。

仕　事▶ホール業務、洗い場、調理補助
給　与▶時給900円～ ※試用期間/時給890円
時　間▶ ①10:30～14:30　②18:00～22:00 

※シフト制、前後有
勤　務▶週2～6日　　　休　日▶月曜日(定休日)
待　遇▶制服一部支給、賄い有、社員登用有
勤務先▶ イタリア酒場宙(恵庭市恵み野西2丁目2-14）、 

生蕎麦焼き鳥炉端煽(恵庭市恵み野西2丁目2-8）、 
昔風中華蕎麦そうすけ(恵庭市恵み野西1丁目8-3）

恵庭市恵み野西2丁目2-8
YUSHIN GROUP ユーシングループ

★7月に新店OPEN予定！オープニングスタッフ同時募集♪

☎0123-21-8809 担当/溝口

昼パート・主婦（夫）さん
夜アルバイト・学生・フリーター

歓迎！
恵庭 ア パ ホール・キッチン

㈱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▶ 月給172,000～184,000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

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

電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

恵庭市牧場281-2
〒061-1421らくだ軒 恵庭店

☎39-2821応募 受付/10～17時 
担当/古名（フルナ）

スタッフ
★JR恵庭駅から
無料送迎バス有

らくだ軒

仕　事▶ イタリアンレストランでの接客業務、 
ピザやパスタの調理業務、食器洗浄等

時　間▶ 9:00～18:00の間で 
3～8h（時間帯応相談）

資　格▶ 経験者・未経験歓迎、学生歓迎、高校生可
給　与▶ 一般/時給1,000円　 

高校生/時給950円～ 
（4～10月の土日祝は＋50円で 
 時給1,050円）

勤　務▶ 週1～5日、1週間毎の 
シフト制（勤務日数応相談）

待　遇▶ 無料送迎バス有（JR恵庭駅から）、交通
費規定支給、車通勤可、食事補助制度有、
制服貸与、労災保険、有給休暇制度有、
65歳定年制（定年雇い止めのため）

急募！

恵庭 ア パ ホールスタッフ、キッチンスタッフ

期　間▶5月下旬スタート予定
仕　事▶店頭販売　※簡単なパン製造もあります
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶ 時給900円～
時　間▶ ①8:30～13:30（実働5h） 

②13:00～19:00（実働5h） 
③8:30～19:00の間で実働8h 
※シフト制　※応相談

勤　務▶週3～5日　※火曜定休日
待　遇▶雇用保険、車通勤可、制服・エプロン貸与
勤務先▶ BOB GEORGE（恵庭市住吉町1丁目1-1）

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は恵庭市の系列飲食店にて行います

 090-8900-0296 担当/脇田
受付時間/11:00～17:00

BOB GEORGE
5 月下旬オープ ン 予定

 

(株)ハイハット 【恵庭事業所】恵庭市漁町179番地

恵庭 ア パ 販売スタッフ
恵庭市内に
ベーカリー店

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!

様々な年代の方が活躍しています♪

北日本環境開発株式会社
〒053-0022　苫小牧市表町3丁目1-12

☎0144-32-5939
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

◆食肉加工スタッフ
仕　事▶ 工場内での食肉加工 

◇家畜の処理 ◇枝肉入出庫業務
資　格▶ マイカー通勤の出来る方
給　与▶ 時給1,200円～ 

★月収例/190,000円以上（月22日勤務計算の場合）
時　間▶ 8:30～17:00(実働7.5h） 

※土曜は5.5h勤務 ※ほぼ残業なし
休　日▶ 日曜･祝日、土曜隔週休み ※その他会社指定日有
待　遇▶ 各種社会保険完備、交通費規定支給、制服貸与
勤務先▶ 安平町遠浅（千歳・恵庭からも通勤可能です。）

★未経験者歓迎！ 丁寧に指導します。
★日曜・祝日、土曜隔週休み

正社員募集!!
工場内作業員

安平 正 工場内作業員（食肉加工）

ウェブサイトもご覧ください▼ 
※24時間365日応募受付OK!

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（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

電話

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

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

未経験者も
応募可

社会福祉士 病棟クラーク

 

千歳豊友会病院

スタッフ募集！

千歳 正 社会福祉士準 病棟クラーク

千歳 派 ①材料投入・機械操作②缶飲料の検査・フォーク運搬③機械OP④製品製造

社会医療法人社団 三草会　千歳桂病院  千歳市蘭越97-2　　http://www.chitose-katsura.or.jp/

時　間▶ ①8:45～17:00（休憩1h）　 
②16:45～翌9:00（休憩2h） 
③8:45～13:00（※土曜/休憩なし） 
※①②③交代シフト制　※夜勤は月に4回程度

休　日▶ 4週6休、他（年間休日110日程度） 
※有給休暇・年末年始・夏季・慶弔休暇有

待　遇▶ 各社保完備、賞与年2回、交通費規定支給（月3万
円迄）、車通勤OK、職員食堂（1食350円）、退職
金制度、財形貯蓄制度 
★JR千歳駅より職員送迎バス有

共
通
項
目

☎0123-23-2101
chitose-katsura@sansoukai.or.jp

《担当》
木戸

詳しくはお問合せください!

賞与4.3ヶ月分! ※昨年実績

看護師・准看護師・介護職員入職3ヶ月、6ヶ月後に各5万円ずつ
●入職お祝い金有（10万円）

●夜勤月4回程度
定時で帰れるのでゆとりをもって働けます。●残業なし

資　格▶ 看護師資格、年齢不問、未経験OK、 
ブランク有OK

給　与▶ 看護師/月給190,000～240,000円+各種手当 
准看護師/月給160,000～230,000円+各種手当 
☆職務手当（看護師/月25,000円 
　　　　　  准看護師/月22,000円） 
☆皆勤手当（月8,000円） 
☆夜勤手当（10,000円/回） 
☆冷暖房手当（月1,667～6,667円）

看
護
師
・
准
看
護
師

資　格▶ 無資格OK
給　与▶ 月給126,000～145,000円+各種手当 

☆職務手当（月5,000～10,000円） 
☆皆勤手当（月8,000円） 
☆夜勤手当（7,000円/回） 
☆冷暖房手当（月1,667～6,667円）

　　　　※賃金は手当を含めて16万円以上になります。

メールでの
お問合せもOK

千歳 正 看護、介護

給　与▶ 時給1,200～1,500円

給　与▶ 時給900～1,100円

募集

社会医療法人社団 三草会

JR千歳駅
より職員送迎バス有

◆パート勤務も同時募集♪

正
職
員

千 歳 桂 病 院

看護師・准看護師

介護職員

夜勤なし
勤務OK

日勤のみ
OK

扶養内
勤務OK

介
護
職
員


