
2022年7月8日（金） ちゃんと13

仕　事▶ 見積・報告書・電話・テナント対応、駐車場売上管理等
給　与▶ 月給175,000円～
時　間▶ ①8:00～17:00　②11:30～20:30 

※実働7.25h シフト制
勤　務▶ 月22～24日
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、 

制服貸与、正社員登用制度有、試用期間2ヶ月
勤務先▶ 千歳ステーションプラザ 

千歳市千代田町7丁目1789-3

まずはお電話ください!面接時履歴書不要。 
面接は勤務先で行います。

☎ 011-271-1749【札幌事業部】
担当/佐藤

千歳市柏台南1丁目3番1（千歳アルカディア・プラザ3F）
千歳営業所

 

千歳 契 事務

Qua ity & Discount 恵庭市黄金南
6丁目10番地4

恵庭 パ お寿司、レジ

まずはお電話でお問い合わせください。
後日面接日をご相談させていただきます。 

担当/採用係☎39-5555

◆お寿司

◆レジ

給　与▶ 時給899円
勤　務▶ 日数・休日応相談
待　遇▶ 有給休暇、制服貸与、 

雇用保険、交通費規定支給

共通項目  日数・休日
応相談！

時　間▶ 8:00～13:00

時　間▶ 16:00～21:00
仕　事▶ 浴場内・岩盤浴場内、館内共用部分の 

モップ掛けや消毒等の簡単な清掃
時　間▶ 6:00～9:00
給　与▶時給890円～
勤　務▶週3～4日
待　遇▶ 労災保険、 

交通費規定支給、 
制服貸与、車通勤可（無料駐車場有）、 
従業員割引有（一緒に来店した家族も対象）、 
仕事終わりの温泉入浴無料

恵庭市戸磯
397-2えにわ温泉 ほのか

担当/なんば・かまだ☎32-2615応募

早朝清掃
恵庭 パ 清掃

WワークもOK
日数応相談

スタッフ
募集！

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

共通項目 勤務先▶ 小規模多機能型事業所 憩の郷 
または グループホーム 笑顔の郷

資　格▶ 《正社員》介護福祉士 
《パート》 無資格OK・ブランクのある方歓迎・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

時　間▶ 《正社員》 ①7:00～19:00の間で8h 
②16:30～翌9:00（夜勤）

　　　　《パート》フルタイム/9:00～18:00
勤　務▶ 《正社員》シフト制 《パート》週3～5日
給　与▶ 《正社員》月184,000円～（資格手当・夜勤4回分含む）

　 ※経験年数により優遇、 
試用期間3ヶ月有り/月160,000円 
《パート》時給900円～ 
　※資格手当、夜勤手当、年2回賞与有、 
　　試用期間3ヶ月有り/時給890円

待　遇▶ 雇用保険、交通費規定支給、 
《正社員》社保完備 
《パート》社員登用制度有

介護スタッフ ［正職員/パート］ 夜勤専属スタッフ ［パート］

いこい

千歳 正 パ 介護スタッフパ 夜勤専属スタッフ

日中ある程度の期間 
研修があります！

Wワーク
OK

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・寒冷地手当等有、 
有給休暇、院内保育所利用可能

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

時　間▶ 9:00～16:00（実働5h）
資　格▶ 未経験者歓迎、交通不便なため自力通勤できる方
給　与▶時給890円 
勤　務▶ 週3日～（土日祝日勤務できれば尚可）
期　間▶ 7月中旬～9月上旬まで
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可

ジェラテリア ミルティーロでおなじみの、おしゃれな農場で働いてみませんか？

オーガニックブルーベリーの 
収穫選別業務

有限会社 ベリーファーム
千歳市長都2 ※JR長都駅から約3km

★ 新型コロナウイルス感染症対策を 
積極的に行っています！

担当/加藤

受付（平日）/
　　　10:00～17:00

まずはお電話ください。

※  作業中のため、電話に出られない
　 場合がありますがこちらから 
折返しお電話いたします。

080-3605-6582

午前のみ
午後のみ
  OK！

今季最終募集です！集まり次第終了します 残り若干名の募集です

千歳 ア パ 収穫選別

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898円
時　間▶8:00～12:00　※実働4ｈ
休　日▶土・日曜、祝日
待　遇▶雇用保険加入、制服貸与、交通費規定支給

③ 恵望園/恵庭市柏木町
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▶ 雇用保険加入、制服貸与、交通費規定支給

④ 千歳市役所/千歳市東雲町

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

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

仕　事▶ 「生活情報紙ちゃんと」の配布員
さんの自宅に荷物を届ける仕事
です。

資　格▶ 大きめの車をお持ちの方
給　与▶ 月11,000円程度 

（配達件数による）
時　間▶ 毎週水曜日の2～3h程度 

（担当軒数による）

配達員
（班長さん）募

集
千歳　自由ヶ丘・桜木方面
恵庭　柏陽町・柏木町方面【募集地域】

★ 「生活情報紙 ちゃんと」の配布員さんの 
自宅に荷物を届けるお仕事です。

★週1日、水曜日だけのお仕事です。

週1日
千歳・恵庭 委 配達員（班長）

千歳市新富1丁目7-5 
平和ビル1F

☎22-7400【受付時間/9～16時】応 募

勤務先▶ 千歳市内及び近郊
仕　事▶ ①アパート・マンションの退居後の清掃 

②市内・官公庁等の日常清掃
資　格▶ 要普通免許 

※ ご自身で運転して現場へ移動できる方 
（軽自動車(AT)の社用車使用）

時　間▶9:00～16:00の間で実働3～6h
勤　務▶ 月～金の間で週2～5日
給　与▶ 時給900円
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給

時間・勤務日
応相談

扶養範囲内勤務可
千歳 ア パ ハウスクリーニング、清掃

WEBで手軽に
おシゴト探し

検索ちゃんと 求人ナビ

毎週木曜日
更新中！

https://chanto.biz/qnavi/
「ちゃんと」紙面とWEBサイトのクロスメディアで求人募集が可能となります。 お問い合せは、求人ナビ編集部 ☎0123-27-2611まで

で求人広告が掲載できます5,500円税込WEBなら
1週間

WEB
https://chanto.biz/qnavi/ad/
TEL

27-2611
FAX

27-4911

★紙面の求人広告に出稿の場合は、WEBにも無料掲載致します！

申し込みは
コチラ


