
2022年6月24日（金） ちゃんと15

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

千歳市北陽1丁目2-1フードD365千歳店
担当/加々谷☎27-5370

勤務日数・休日応相談!!

Qua ity & Discount スタッフ募集！

給　与▶ 時給899円
時　間▶ 8:00～13:00、 

13:00～17:00
勤　務▶週3～4日
待　遇▶ 雇用保険（勤務時間により加入）、 

有給休暇有、制服貸与

◆レジ

扶養内 
  勤務可♪

千歳 ア パ レジ

資　格▶ 普通自動車免許、介護福祉士又は介護職員初任者
研修修了（旧ヘルパー2級）以上

給　与▶ 週5日勤務/時給1,260円～ 
週4日勤務/時給1,200円～ 
※いずれも処遇改善手当を含む 
★業績により年1回一時金を支給 ★昇給制度あり

時　間▶規定による
勤　務▶ 週４～5日（応相談） ※シフト制
待　遇▶ 介護福祉士手当、通勤・車両借上手当、その他 

社保加入可能（時間数による） ※希望者のみ

★有給を取得しやすい！
★1年以上、離職者ナシ！長く働ける環境です。
ご自宅を訪問し､買い物･掃除･移動等を行うお仕事です。

〒061-1446　恵庭市末広町125番地1

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

時間相談
できます♪

担当/笹川まずはお電話ください。☎0123-33-1120

恵庭 パ 訪問介護員

ホームヘルパー募集!

★JR恵庭駅直結！通勤に便利です♪

医療法人社団 廣仁会 パート

恵庭駅皮膚科クリニック
勤務先▶ 恵庭市相生町1丁目8-1 いざりえ3F
仕　事▶ 受付・PC入力・レセプト業務、他
資　格▶ 医療事務経験者、医療事務資格保有者
時　間▶ 9:30～17:00（月・水・土）　9:30～19:00（火・金）
給　与▶ 時給900～950円
勤　務▶週3～4日程度
休　日▶ 木・日・祝、お盆、年末年始
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場有）

電話連絡の上、写真付き履歴書を郵送ください。 

☎011-207-1066 担当/小室
〒060-0063 
札幌市中央区南3条西2丁目1-1
H&Bプラザビル6F 廣仁会 医療法人社団

恵庭 パ 医療事務

資　格▶ 要普通免許（AT限定可）
給　与▶ 店長候補/月給180,000円～ 

パート/時給900円～
休　日▶ 週休2日、シフト制（日+他平日1日） 

※状況により、日曜日出勤の場合も有
時　間▶ 9:30～19:00（休憩1.5h）
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給
勤務先▶ ショップ酒蔵・シャディサラダ館 

恵庭市緑町2丁目3-4
<問い合わせ>☎0123-34-0828　

受付時間/平日9:00～17:00

写真付き履歴書を 
郵送ください。 
《担当》高橋 〒061-1442 恵庭市緑町2丁目3-4

北央商事株式会社

正社員
登用有配送スタッフ

恵庭 契 パ 配送

千歳

 送迎
ドライバー

 一 般
 事 務

仕　事▶  マイクロバスで行う工場従業員の送迎業務 
※苫小牧沼ノ端～苫小牧柏原

資　格▶ 中型限定解除以上
給　与▶ 時給1,200円 ※試用期間3ヶ月(同条件) 

※月収例/240,000～260,000円程度（月22日）
時　間▶  5:00～10:00、17:00～22:00（基本パターン）
勤　務▶  週2～6日 ※シフトも可、午前・午後のみも可
休　日▶ 土曜の午後、日曜、ＧＷ・お盆・年末年始

仕　事▶ 請求書作成、給与計算、備品管理、各種チェッ
ク業務、乗務員の勤怠管理、健康保険申請等

資　格▶ 資格・経験不問 ※PC操作（エクセル）可能な方
給　与▶ 時給1,000円 ※交通費込
時　間▶ 10:00～17:00の間で6h 

※勤務開始・終業応相談
勤　務▶週4～5日
休　日▶土曜、日曜、祝日、ＧＷ・お盆・年末年始

千歳市千代田町6－8 平和駅前ビル3階A号室
（株） スターロードシステム北海道支店

☎25-9280
電話の上、写真付き履歴書をご郵送ください。 

 080-7334-1007

送迎ドライバー 7月中旬～8月上旬スタート♪

一般事務 ★子育て世代歓迎! ★扶養内勤務可!

待　遇▶ 社会保険完備、車通勤、交通費規定支給、 
有給休暇（入社6ヶ月後に10日付与）

共通項目

パ 送迎ドライバー、一般事務

担当/栗
ク リ ス ノ

巣野

1,100円時
給

一般労働者派遣事業（派01-300285）
千歳市東雲町
1丁目9-6㈱マグナクルー

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

★随時面接致します。
【月～金曜】9～18時0120-357-337

080-5729-7602 （土・日曜、祝日）

［恵庭市戸磯］電子機器の部品製造 ★増員募集
仕　事▶ プリント配線基板検査・製造業務。素材の穴あ

けや、切断等、機械を使用した作業が中心です。
重労働はありません。

期　間▶ 即日～長期　　
資　格▶ 未経験者歓迎、資格不問
給　与▶ 時給1,100円 

※22時以降深夜割増（時給1,375円）
時　間▶ 8:30～17:00、20:30～翌5:00 

※シフト制
勤　務▶ 4勤2休または5勤2休（会社カレンダーによる）
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、無料P有、各社保完備

★もくもくと軽作業ができる!
★しっかり稼ぎたい方にオススメ!
★未経験者歓迎！

長期安定!

恵庭 派 部品製造

(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 採用係応募

時　間▶ ①【商業施設エリア内ごみ回収等】 
　7:30～16:30、12:00～21:00　※実働7.5h 
②【商業施設エリア内トイレ清掃】 
　8:30～17:30、11:00～20:00、　　
　11:30～20:30　※実働7.5h 
③【スーパーラウンジの清掃】 
　7:30～12:30　※実働4h 
④【フードコート内の清掃】 
　11:00～14:00　※実働3h 
⑤【商業施設エリア内のトイレ清掃】 
　19:00～22:00　※実働3h 
⑥【大空ミュージアム・スーパーラウンジ内清掃】 
　19:30～22:30　※実働3h 
⑦【商業施設エリア共用部清掃】 
　21:00～翌1:00　※実働4h

給　与▶ ①②③④⑦/時給920円、⑤⑥/時給1,000円
※22時以降深夜割増有 
※試用期間/時給900円

休　日▶シフト制　※応相談
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、交通費規定支給、 

⑦のみ車通勤可

新千歳空港 日常清掃スタッフ募集‼

日数・時間 
応相談

千歳 パ 清掃

◆8tユニック運転手/正社員 
給　与▶ 3年以上の経験者/月給263,750円～280,050円 

未経験者/月給251,016円～

◆4tユニック運転手/正社員 
給　与▶ 3年以上の経験者/月給251,016円～263,750円  

未経験者/月給244,648円～

◆11tユニック運転手/正社員 
給　与▶ 3年以上の経験者/月給270,117円～301,953円 

未経験者/月給263,750円～

仕　事▶ 仮設材、建築資材の運搬
資　格▶ 未経験者可、仮設材運搬経験者、 

要大型免許、小型移動式クレーン資格、玉掛け資格
時　間▶ 8:00～17:00（休憩1h、運行計画により変動有） 

※月平均10～20hの時間外有
休　日▶ 土、日、祝、GW、お盆、年末年始※月平均1～2日の土曜出勤有
待　遇▶ 時間外手当、休日出勤手当、燃料手当、長距離手当

（200km以上）、夜間手当（22時以降）、 
各社保完備、車通勤可、昇給有、退職金制度有

共
通
項
目

4t・8t･11tユニック運転手資格を
活かして働こう！

受付/9～16時
担当/池田☎011-377-4931

まずはお気軽にお電話ください！

北広島市輪厚431-1
北一運輸株式会社

Kitaichi Transportation Co., Ltd.

経験者 
優遇いたします

一
緒
に
頑
張
り
ま
し
ょ
う
！

未経験でも可 !

※固定時間外35h含む、試用期間（最長3ヶ月）/日給10,400円

北広島 正 4t・8t･11tユニック運転手

市立千歳市民病院 千歳市北光2丁目1-1☎24-3000内線8232
総務課総務係

https://chitose-shimin-hospital.jp/（資格･免許が必要な職種については、 資格証明書等のコピーが必要です。）

資　格▶ 看護師免許、昭和47年4月2日以降
に生まれた方

時　間▶   日勤/8:30～17:00 
準夜勤/16:30～翌1:00 
深夜勤/0:30～9:00 
夜勤/16:30～翌9:00 
※病棟勤務（2交替･3交替勤務）が可　
　能な方 
※手術室勤務（日勤、待機有）が可能な方

給　与▶ 月192,400円～
休　日▶4週8休　※シフト制
待　遇▶ 扶養手当、通勤手当、期末手当、 

勤勉手当、住居手当、寒冷地手当等

❶ 病棟･手術室看護師（正職員）

急
募看護師・看護助手

性別は問いません！ 安心して長く働ける職種！

市立千歳市民病院
❷ 看護助手（パートタイム）
仕　事▶病棟での看護補助業務 ※当直なし
資　格▶ 経験は問いません
時　間▶ 6:00～21:00 ※実働7h　※シフト制

※ 配属先により始業時間が 
変更となる場合有

給　与▶  月144,606～166,103円 
※ ヘルパー、介護士等の資格により
賃金加算有

休　日▶シフト制
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、社保完備、

車通勤可（駐車場有）、雇用保険、有給
休暇、期末手当、院内保育所利用可能

［応募］まずはお気軽にお電話ください。 履歴書（市指定用紙）は当院のHPから取得できます。

千歳 正 病棟･手術室看護師パ 看護助手

詳
細
は
▶

コ
チ
ラ
か
ら

まずはお気軽にお電話ください！

千歳市北斗4丁目13番20号 ☎0123-27-0911
■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

千歳・恵庭 委 配布員

【代理】配布員さん
急募!!

仕　事▶ 生活情報紙「ちゃんと」を、会社が
指定する地域に配布してもらう
お仕事です。 
毎週木・金の2日間で1,000部程
度の配布をお願いします。

資　格▶ 年齢不問、自家用車をお持ちの
方、健康でまじめな方

勤　務▶ 毎週木・金曜の2日間
給　与▶ 日給8,000円
時　間▶ 木曜/5:00～19:00、 

金曜/5:00～18:00 
上記時間の間で1日5～6h程度 
※ 状況により時間が変動する 
可能性がございます。

日給8,000円!!

仕　事▶ホテル等へ、リネンのルート配送
資　格▶ 未経験者歓迎、高卒以上、 

要普通免許（平成19年6月以降免許取得者は 
要中型免許、AT限定不可）

給　与▶ 月給200,000円以上 
※残業手当含む

時　間▶ 5:00～14:00  ※休憩1h 
※残業有（月20～30h程度）

休　日▶シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可

★ホテル配送業務拡大のため増員 千歳支店

2・4t箱車ドライバー
募集中!!

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
委細面談にて決定致します。 

千歳支店

☎0123-24-2126【受付】 
9～17時

千歳 契 2・4t箱車ドライバー

●決められたルートの配送です♪
●未経験者歓迎!

〒066-0077 千歳市上長都1050番地1

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

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 (東急グループ)

https://www.marimo-mc.co.jp 検索

 

★ 未経験から 
ムリなくスタートできます。

★ 1日4時間のおシゴトだから 
家事との両立にもオススメ！！

中高年の方で
健康的に働きたい方に

ピッタリ！

千歳 パ マンション管理員

仕　事▶ 客室のベッドメイキング、 
客室清掃

給　与▶ 時給900円～
時　間▶ 基本時間10:00～14:00 

※基本時間以外の勤務時間相談可
休　日▶シフト制
待　遇▶ 社保完備、交通規定支給、制服貸与
勤務先▶ ANAクラウンプラザホテル千歳 

（千歳市北栄2丁目2-1） 
※駐車場無し

ANAクラウンプラザホテル千歳

担当/吉田応募  090-4612-9624
千歳市富丘4丁目1-7北海道エイト株式会社

★面接時、履歴書不要 ★年齢不問

客室清掃スタッフ募集!!

未経験者歓迎！
お気軽にお電話ください♪

千歳 ア パ 客室清掃


