
2022年5月27日（金）ちゃんと 18

スタッフ募集!!

千歳市青葉5丁目6-10　http://www.hotal-web.com

◆ベッドメイク
時　間▶ ①9:00～15:00　②19:00～翌1:00
給　与▶ 時給940円　※22:00以降/時給1,175円 

※試用期間/同条件
勤　務▶週2日程度

電話の上､写真付履歴書をお持ちください｡ 担当/國田

ホ テ ル 　 　 　 　 　 ホ タ ル 全室Wi-Fi
完備

0123-40-2077 090-2511-4127

千歳 パ ベッドメイク、ナイトフロント

◆ナイトフロント
時　間▶ 19:00～翌9:00
給　与▶ 日給13,800円　 

※試用期間/日給13,160円
勤　務▶週2日程度

Wワーク
OK!!

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

日本管財サービス株式会社千歳市青葉8-3-1

担当/高倉☎24-0800
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡

沼ノ端・早来方面からの通勤も可能！

仕　事▶ 施設の入退場警備 
（車両・人の入構許可証の確認及び発行手続き等）

資　格▶ 車通勤出来る方、定年者の方も歓迎
時　間▶ 0:00～24:00 

※6h勤務の4交代で月150～160hの勤務
勤　務▶ シフト制（年中無休）
給　与▶ 無資格/時給950円～ 

施設警備1級/時給1,030円～※資格手当資規定支給
待　遇▶ 社保完備、雇用保険、有給休暇、 

交通費規定支給（上限12,000円）、 
退職金制度有（条件有）、制服貸与、正社員登用有

勤務先▶ 新千歳空港貨物ターミナル

定年の方も
歓迎！

施設警備をやってみませんか！
千歳 契 空港警備

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
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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

時　間▶16:00～18:30（実働2.5h）
勤　務▶週1～3日程度　※車通勤可
休　日▶日曜日

時　間▶16:00～19:00（実働3h）
勤　務▶週5日　※車通勤可
休　日▶日曜日
◆流通3丁目/デイサービス

◆新富1丁目3-5

時　間▶ ①5:00～9:00（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、車通勤可

◆北光2丁目/院内
Wワーク 
  OK！

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
スタッフ募集中

千歳市内のお仕事です♪

千歳 ア パ 清掃

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

勤務先▶ 千歳市春日町4丁目 
（JR千歳駅から徒歩18分）

仕　事▶ マンション共用部分清掃（床拭き掃
き･ガラス･ドア等）、居住者の来客
対応、一部書類作成補助等

時　間▶ 13:30～17:30
給　与▶ 時給890～990円
休　日▶ 第2･4土曜、日曜、祝日 

※ 夏季・年末年始休暇、 
特別休暇有（規定有）

待　遇▶ 交通費規定支給（月2万円迄）、 
制服貸与、雇用･労災保険、有給休
暇、昇給の可能性有、定年制（72歳）

応　募▶ まずは下記住所まで履歴書（写真貼
付）をご郵送ください。

お問合せ ☎0120-088-273（担当/採用係）

株式会社マリモコミュニティ
〒730-0031
広島市中区紙屋町1-3-2 銀泉広島ビル11F

●マンション管理

https://www.marimo-mc.co.jp 検索

 

★ 昼の空いた時間で家事や育児と 
両立できる！

★未経験者OK!
★ シニア世代の方活躍中！

体を動かしたい方にも 
おすすめ！

千歳 パ マンション管理員

一緒に頑張りましょう!! 

介護職員募集 

札幌市豊平区月寒
西1条2丁目1番28号 ㈱ケーサポート

まずはお気軽にお電話ください。
面接は勤務先にて行います。

☎011-807-8029
【受付/9:00～17:30　担当/斉藤・高橋】 

◆介護職員（正職員・パート)
 グループホーム ヤマブキの家（北広島市中央4丁目7-5） 
仕　事▶ 認知症高齢者グループホームでの 

介護業務全般、生活支援
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇

◆介護職員（正職員・パート)
小規模多機能型居宅介護 ヤマブキ（北広島市中央4丁目7-5） 
仕　事▶ 小規模多機能型居宅介護での 

介護業務全般、生活支援、送迎業務
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇、要普通免許

【共通項目】
給　与▶ 正職員/月給157,000～230,000円 

　　　 夜勤手当+資格手当+調整手当 
　　　 ＋処遇改善手当別途支給 
【月収例】 介護福祉士/夜勤月4回で202,000円 

無資格者/夜勤月4回で178,500円
　　　　パート/時給1,000～1,050円(処遇改善手当含む）
時　間▶ ①8:00～16:30（実働7.5h） 

②9:00～17:30（実働7.5h） 
③10:30～19:00（実働7.5h） 
④17:00～翌9:30（実働15h） 
★正職員は①～④シフト制、パートは応相談

休　日▶ 正職員/月8日（シフト制、休み希望応相談）
勤　務▶ パート/週3～5日（応相談）
待　遇▶ 各社保完備（労働時間による）、 

交通費規定支給、車通勤可、 
食事補助（1食200円)、賞与年2回、有給休暇、 
夜勤手当1回5,000円(6回目より1回6,500円)

★日勤のみ・夜勤のみの勤務も可能!!
★勤務開始日ご相談ください。

資格取得支援制度有

未経験の方もブランクがある方も 
スタッフが親身に指導します♪

北広島 正 パ 介護職員

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
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☎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

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（実働4h） 
②16：00～21：00（実働5h） 
※ 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】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▶ 11:00～20:00 

（実働8h/休憩60分） 
※12:00～21:00の場合も有

【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（上限4万円）、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

【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！

市内無料送迎あり 

※ただしエリア・勤務シフトによる

千歳 派 清掃・洗いもの、盛り付け、調理補助

北広島
◆ 訪問看護師 ★訪問先へは社用車使用
給　与▶ 時給1,600円 

待機手当： 平日・土曜 1,000円 
日曜・祝日 2,000円

時　間▶8:50～17:15の間で4h～
勤　務▶ 週3～5日 

※勤務・時間応相談
待　遇▶ 社保完備、車通勤可、 

通勤手当（月16,000円まで）、 
昼食有、制服貸与

採用担当応募 ☎011-376-3911
医療法人社団 翔仁会

●就労支援金法人4万円、北広島市5万円～

訪問看護ステーション　リエゾン
北広島市輪厚704番地16

パ 訪問看護

HPはこちら⬇

岩内郡岩内町字大浜476-18 

担当/採用係

まずはお電話ください。面接は千歳で行います。

☎0135-67-7477

仕　事▶ コーヒー豆を機械へ投入し挽く作業や挽い
た豆の計測作業などを行います。他、飲料水
の検査に伴う作業などを行います。

資　格▶ 学歴・経験・資格不問・18歳以上
時　間▶ 8:30～17:30 ※時差出勤有 

※残業有、月20h程度
勤　務▶ 月16日程度（年間平均）
休　日▶ 土日祝、他平日1日 

（状況により土日祝出勤の可能性有）
給　与▶ 時給1,000円
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、残業手当
勤務先▶千歳市北信濃864-1

㈱アイ・コネクション

工場内作業
スタッフ
欠員募集!!
勤務時間・日数  相談に応じます!!

千歳 ア 工場内作業




