
2022年7月1日（金）ちゃんと 14

電話連絡の上、写真付履歴書を持参またはご郵送ください。
【受付/9～17時】
担当/里見☎35-3020

資　格▶要普通免許
給　与▶ 時給900円～
時　間▶ 【シフト例】 

月・金/9:00～19:00 
火・木/9:00～17:00 
水・土/9:00～12:00

休　日▶ 日曜・祝日、お盆、年末年始
待　遇▶ 雇用保険、交通費支給（規定有）、制服貸与、

有給休暇有
勤務先▶ （株）北央商事 大町調剤薬局（恵庭市大町3丁目2-16）

大町調剤薬局恵庭市大町3丁目2-16
〒061-1424

薬剤師（パート）
募集 応相談

医療事務募集
扶養内勤務
希望です

恵庭 パ 医療事務

テーマパーク内
　レストランスタッフ

当社HPお問合せフォームからも応募できます。 https://speed-hokkaido.jp/
 0120-095-350出張面接や電話面接も応相談

日数・休み要相談！ 経験不問！

一般労働者派遣事業（派01-300425） 有料職業紹介事業（01-ユ-300238）

函館市新川町1-24  R4TM新川町 5F
スピード北海道株式 

会社

未経験者歓迎！軽作業中心！

恵庭・その他 派 製造、レストランスタッフ

時　間▶ 8:30～17:00、20:30～翌5:00
勤　務▶ 5勤2休もしくは4勤2休
給　与▶ 時給1,100円～　 

※22時以降/時給1,375円
期　間▶ 長期（3ヶ月毎更新）
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通勤可（P完備）、 

制服貸与、社員登用有
勤務先▶恵庭市戸磯

仕　事▶ ①調理場内での補助、洗い場食器洗浄等 
②デザートコーナーでの販売接客

時　間▶ 9:00～15:00、9:00～16:00、 
10:00～15:00

勤　務▶ 4週8休（シフト制）
給　与▶ 時給1,200円
期　間▶ 即日～11/15まで　※延長の可能性有
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可
勤務先▶ 苫小牧市美沢（新千歳空港より車で15分）

電子基板製造

［パート］介護職員
資　格▶ 無資格OK（介護職員初任者研修修了、介護福祉士資格あれば優遇）
給　与▶ 介護福祉士/時給1,200円～ 

初任者研修修了/時給900円～ 
無資格・未経験者/時給890円～

時　間▶ ［日勤］①7:00～16:00 ②9:00～18:00 ③10:30～19:30 
［夜勤］④18:00～翌9:00  
★すべてのシフトに入れなくてもOK！ 
　日勤のみ・夜勤専従等、幅広くご対応致します。

休　日▶ シフト制
待　遇▶ 社保完備（勤務による）、昇給有、交通費規定支給、有給休暇

（100%消化可能）、車通勤可（無料駐車場有）、処遇改善加
算手当（年2回支給）、正社員登用制度有

軽介助のみのグループハウスでのお仕事もあります。時給890円～
お気軽にお問い合わせください。

㈱サンボウグループホーム ぬくもりの里 千歳市住吉４丁目８番１４号

夜勤帯≪夕～翌朝のケア≫
夕食の片付け、
就寝準備手伝い、 
夜間の見守り・ケア、
朝食準備等

お買い物・
医療施設受診同行、
身体ケア、
食事・入浴介助、
食事の調理、
お話し相手等

日勤帯≪生活サポート≫

のあるケアに携わって
くれる仲間を募集
します♪
無資格の方を全力サポート! 
働きながら資格取得を目指す新規職員に対し、
初任者研修費用全額負担しちゃいます!

お電話の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。
受付/9～18時（人事担当直通）090-3399-5886

ぬくもり
千歳 パ 介護

24時間受付OK！ 
お気軽にお電話ください。 0120-172-642

千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F
当社は「社団法人 日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号 派01-300587㈱アスクゲートノース

期　間▶長期
時　間▶ ①9:00～17:00　②7:00～16:00 

※①②希望制
給　与▶ ①時給1,011円～ 

②時給1,200円～
休　日▶ 土日

 

期　間▶ 長期
時　間▶ ①16:00～22:00 

　実働4～6h ※応相談 
②6:00～15:00 
　実働4～8h ※応相談

給　与▶ 時給1,050～1,100円
休　日▶週休2～4日で相談可能

 

期　間▶ 即日～9月中旬
時　間▶ ①9:00～17:00 

②8:30～17:30 
※①②ともに変動の可能性有

給　与▶ 時給1,011円～
休　日▶週休2～4日で相談可能

 

登録会開催
9:00～17：00

7/6水
場所 恵庭市民会館　小会議室

開催日

時間

相談だけでもOK!  
ご参加、
お待ちしております。

期　間▶長期
時　間▶ 9:00～17:00
給　与▶ 時給1,000円～
休　日▶ 土日祝（土曜出勤の可能性有）

期　間▶即日～9月末頃（延長の可能性有）
時　間▶ 9:00～16:00の間で 

実働5～6h ※応相談
給　与▶ 時給1,000円～
休　日▶シフト制（週休2～4日で相談可能）

千歳・恵庭 派 客室清掃、ピッキング、野菜の選別、食品包装・加工、ホール・キッチン

正社員・パート
募集!

電話連絡の上、写真付き履歴書を持参 
もしくはご郵送ください。 〒066-0064 千歳市錦町4丁目9番地

（株）マリアージュインベルコ千歳支社 採用担当宛 

【履歴書郵送先】

★勤務時間や休日は応相談 ★扶養内勤務可能 ★通勤手当有

小学生から高校生のお子様がいる方には

（1日500～700円　※規定有）
子育て支援金支給

千歳 正 パ ホールスタッフ

◆ パート
仕　事▶ 接客、配膳、片付け
時　間▶ ①10:00～15:00、 

②17:00～20:00 ※①、②選択可
休　日▶ 週休2～3日 ※時間応相談
給　与▶時給1,000円 ※土日/時給1,100円

◆ 正社員
仕　事▶ 婚礼、宴会レストラン業務等、全般
時　間▶ 9:00～21:00の間でシフト制 ※実働8h
休　日▶週休2日
給　与▶ 月給179,240円 

※試用期間2ヶ月/同条件

共通項目
勤務先▶ ベルクラシックリアン平安閣/千歳市錦町4丁目9　　待　遇▶ 各種保険完備、制服貸与、車通勤可、有給休暇

パートの
方は

(採用担当部署直通)080-4415-2765

★ 社員登用有

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 応

募
☎0123-24-3771平日

090-9753-1547土日

千歳 パ 清掃

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

③ 千歳科学技術大学/千歳市美々
資　格▶公共交通機関による通勤ができる方
給　与▶時給898円
時　間▶7:00～15:00　※実働7h 
休　日▶ 週休2日
待　遇▶ 社会保険完備、制服貸与、交通費規定支給

① 新千歳空港/千歳市美々

資　格▶ 公共交通機関による通勤ができる方
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▶ 雇用保険加入、 制服貸与、交通費規定支給

② 新千歳空港/千歳市美々
仕　事▶公用車の洗車業務
給　与▶時給898円
時　間▶6:00～10:30　※実働4.5h
休　日▶土・日曜、祝日他
待　遇▶ 交通費規定支給、雇用保険加入

④ 千歳市役所/千歳市東雲町

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▶ 初任給月192,400円～ 
※初任給は新卒の金額であり、採用
　前の経験等に応じて加算します。

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。詳
細
は
▶

コ
チ
ラ
か
ら

千歳 正 病棟･手術室看護師パ 看護助手

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

写真付履歴書を郵送ください。
〒066-0063
千歳市幸町5丁目14-5 伸和ビル501
担当/千歳事業所　採用担当
受付時間/午前8時45分～午後5時15分

採用日:令和4年8月1日（月）
仕　事▶ 千歳市児童館・学童クラブにて児童対応 

および施設の管理業務
資　格▶未経験者歓迎、高校生不可 
給　与▶月給132,240円
時　間▶ 午前8時～午後6時30分の間で実働6h

（週30h勤務/シフト制、応相談）
休　日▶週休2日、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

有給休暇、賞与年2回

◆1日実働6h

【千歳事業所】

☎0123-29-3075
お問い合わせ 

（受付/8:45～17:15）

児童館・学童クラブでの

勤務先
職員募集！
◆  千歳市内 
児童館・学童クラブ

公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会

千歳 準 児童指導員（補助）

札幌市中央区南1条東1丁目 パークイースト札幌4F
北日本ビル管理（株）

給　与▶時給1,000円
時　間▶7:30～12:30
休　日▶土日祝
待　遇▶ 交通費規定支給、 

雇用保険、制服貸与
勤務先▶長沼町東9線南2

清掃スタッフ募集！

経験不問

☎011-271-6111（営業1部）

まずはお気軽にお電話ください。
面接は現地または本社（下記住所）で行います。

車通勤可

時給1,000円

その他 パ 清掃

お電話またはメールにてご連絡ください。 担当/高橋、松田【電話受付/10～19時】

☎0123-46-5829 chitose@matsuo1956.jp

仕　事▶ 【ホール】注文はタッチパネル式なのでストレスフリー 
【レジ】会計は自動釣銭機でラクラク 
【厨房】メニューも少ないので覚えやすく業務取得も簡単です。

給　与▶ 一般/時給958～1,108円
時　間▶ 9:00～21:00の間で3～8h（応相談）
勤　務▶ 週2～6日（応相談）　※シフト制
待　遇▶ 各社保完備、昇給制度有、交通費規定支給（上限5万円）、 

制服貸与、食事補助有、従業員割引有、有給休暇有

時間帯
相談可

大急募!!・パート 
・フリーター

新千歳空港店・フードコート店/千歳市美々新千歳空港3F松尾ジンギスカン

平日だけ・週末だけ・朝だけ・夜だけ・フルタイム、なんでもOK!!ライフスタイルに合わせて働けます。

ブランクがあっても大丈夫！ 
できるまでサポートの安心教育体制！

働きやすさが当店のPOINT！

◎ 月2回、希望でシフト作成なので 
予定が立てやすい♪

◎ お子さんの急病や学校行事、 
長期休みなどにも対応できます！

未経験者の方も大歓迎幅広い年代が活躍中！

月
収
例

週2日、1日5h＝月38,320円～
短時間時

給 958円

週5日、1日8h＝月177,280円～
長時間 時

給 1,108円

スキマ時間を 
有効活用！

高額で安定収入！ 
年2回の評価制度が 

手厚い♪

千歳 ア パ ホール・キッチン


