
2022年7月15日（金）ちゃんと 8

資　格▶看護師または准看護師
給　与▶ 【看護師】月給210,000円～ 

【准看護師】月給185,000円～ 
※別途夜勤手当支給

時　間▶ ①7:00～15:30　②9:00～17:30 
③17:00～翌9:30　※①～③のシフト制

休　日▶ シフト制（年間休日120日以上）

資　格▶介護福祉士もしくは実務者研修修了者
給　与▶ 月給150,000円～ 

※処遇手当支給（年3回） 
※別途夜勤手当支給

時　間▶ ①7:00～15:30　②9:00～17:30 
③11:00～19:30　④17:00～翌9:30

休　日▶ シフト制（年間休日120日以上）

資　格▶介護福祉士もしくは実務者・初任者研修修了者
給　与▶ 時給950～1,000円 

※契約時間に応じて賞与・処遇改善手当支給有
時　間▶ 7:00～19:30の間で応相談
休　日▶ 勤務日数応相談

クリアコート千歳
千歳市桂木1丁目5-7

介護老人保健施設 

職員募 集
医療法人 資生会

年間休日120日以上 事業所内保育施設あり

ホームページにて、
求人情報随時更新中♪

《全体共通項目》
待　遇▶ 各種社会保険完備（勤務時間による）、交通費規

定支給、制服貸与、車通勤可、さぽーとさっぽろ
加入、昇給年1回、賞与年2回

医療法人 資生会 〒066-0067 千歳市桂木1丁目5-7

（クリアコート）澁谷☎27-3232電話連絡の上、写真付履歴書を下記住所へ送付ください。
お勤め中の方もまずはお電話ください。〈勤務開始日応相談〉

受付/平日（月～金）9:00～17:00

［正職員］ 看護師・准看護師

［正職員］ 介護職員（入所）
★ 正職員の給与は資格や経験に応じて変わります。 
 正社員：介護福祉士・経験10年の方の場合 
【月給例/175,400円+住宅手当・交通費等】

［パート］ 介護職員（入所）

千歳 正 看護師､准看護師正 パ 介護職員

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
千歳にて面接を実施します。 担当/熊谷

☎011-707-5228

札幌市北区北7条西1丁目2-6■ビルメンテナンス業
協和総合管理㈱ 札幌支社

待　遇▶ ①②6h勤務のみ社保加入有、 
交通費規定支給、制服貸与、 
有給休暇（半年後から）

勤務先▶千歳市幸町5丁目6-1

共
通
項
目

給　与▶ 時給975円
時　間▶ 8:30～15:15（実働6h） 

※多少の残業有

❶ 清掃責任者　★社保完備 ★週休2日制

給　与▶ 時給940円
時　間▶ (a)8:30～15:15（実働6h）　※週30h勤務 

(b)10:00～15:00（実働4.5h）　※週3日～OK 
※多少の残業有

❷ 客室清掃者　★土日祝のみの学生も大歓迎

給　与▶ 時給940円
時　間▶ 10:00～14:30（実働4h）　※週3日～OK

❸ ベッドメイク　★土日祝のみの学生も大歓迎

給　与▶ 時給920円
時　間▶ 10:00～14:00（実働3.5h）

❹ 共用部清掃　★土日祝と平日1日勤務

未経験者OK
車通勤OK

千歳 パ 責任者、清掃、ベッドメイク

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15日（月）以降
仕　事▶ 千歳市児童館・学童クラブにて児童の対

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▶時給1,108円
時　間▶ 午前8時～正午 

（週10h程度/シフト制、応相談）
休　日▶週休2日以上、年末年始
待　遇▶ 交通費規定支給、有給休暇
勤務先▶千歳市内児童館・学童クラブ

◆アルバイト職員

【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

職員募集！

公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会

副業可

午前限定

一緒に子どもたちの成長を
サポートしませんか？

千歳 ア 児童指導員（補助）
仕　事▶ コープさっぽろの宅配システム「トドック」の 

商品仕分けと配送車への積込み作業
資　格▶ 主婦（夫）・シニア歓迎
時　間▶7:00～9:30　※出勤時間要相談
給　与▶ 時給910円 

※祝日勤務は時給＋30円 
※試採用期間3ヶ月/時給889円

勤　務▶週5日
休　日▶土曜、日曜
待　遇▶ 各社保完備（試採用終了後）、車通勤可、 

制服貸与、慶弔見舞金等共済会

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

〈受付〉月～金/9～21時　 土/9～18時　※日曜休み
☎0120-502-112トドック

コールセンター
■生活協同組合　〒066-0077 千歳市上長都3-1

コープ宅配システム
トドック千歳センター

朝の時間を
有効活用
しませんか？

20～50代の 
方が活躍中!

主婦（夫）、シニア、
未経験者大歓迎！ ★共済推進スタッフ同時募集中！主婦（夫）歓迎！ 

ブランクOK!

千歳 ア パ 仕分け・積込みスタッフ

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
勤務先▶JR南千歳駅および近隣の駅
仕　事▶ 駅舎内全般の清掃（男女・バリアフリー

トイレ含む）、ゴミの収集・分別、他
時　間▶ 8:30～15:45 ※実働6.5h
給　与▶ 時給895円 ※試用期間3ヶ月有（同条件）
勤　務▶4週6休 ※シフト制、応相談
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇、 

交通費規定支給、制服貸与
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。担当/安藤

北海道クリーン・システム㈱ 札幌鉄道支店 空港営業所
千歳市美々JR新千歳空港駅舎内■JR北海道グループ

☎0123-45-7160 080-2877-3015

駅舎清掃スタッフ
募集!★女性活躍中!

千歳 パ 清掃

勤務先▶ 千歳市および近郊
仕　事▶ イベント行事、道路工事 

などの交通誘導警備業務
資　格▶ 未経験者歓迎、学歴・年齢不問、 

18歳以上（省令2)
給　与▶ 日給8,000～12,000円 

※法定研修期間（20h)/時給889円
時　間▶  9:00～17:00（休憩1h）
勤　務▶ 週1日～
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、昇給

有、送迎有、正社員登用制度有、試用期間3ヶ月有（同条件）
まずはお電話のうえ、写真付
履歴書をお持ちください。 ☎23-0501

千歳市高台5丁目1-5㈲M.D.N.SECURITY

WワークOK 週1日からOK

正社員登用
制度有

千歳・その他 ア 警備スタッフ

仕　事▶ スポーツクラブ館内共用部（ロッカー室・浴室・ 
トイレ）等の清掃。2名で分担、交替で作業します。

資　格▶ 性別不問、未経験者・主婦（夫）さん歓迎 
★経験者であればシニア世代も積極採用

時　間▶ 6:00～9:30の間で実働3h 
（6時前からの作業開始も可能）

休　日▶ 金曜日、他シフト制
勤　務▶ 週3日～　※日数応相談
給　与▶ 時給900円～
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、永年勤続賞有、 

試用期間3ヶ月（同条件）、誕生日祝品有
勤務先▶ 恵庭市恵み野里美1丁目2-1

北洋グループ

(有)北洋スタッフ 

～創立44年の(株)北洋グループです～

☎011-727-0222採用担当まで

札幌市北区屯田1条1丁目4-8 http://www.hokuyo-6.com/

まずはお気軽にお電話ください。面接は恵庭で行います。

ほぼ誰もいない状態で仕事します。清掃スタッフ募集！
★未経験者･主婦（夫）歓迎♪★WワークOK!

恵庭 パ 館内清掃

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習得も簡単です。

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、希望でシフトを作成するので
予定が立てやすい♪

◎ お子さんの急病や学校行事への参加、
長期休みなどにも対応できます！

未経験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

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）

未経験者歓迎♪
資　格▶未経験者歓迎、自力通勤可能な方
時　間▶9:00～17:00 ※残業の可能性有 
給　与▶ 時給1,000円 

※18時以降25%UP
勤　務▶月～土 
休　日▶日・祝
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

9:00～17:00給与保障、 
週払い可（規定有）

勤務先▶千歳市泉沢

ピッキング・搬入
カップ麺の

スタッフ募集‼

千歳市泉沢

千歳 派 ピッキング、搬入

仕　事▶ 「ちゃんと」の配布員さんの管理、 
チラシの仕分け等、配布業務全般

資　格▶ 未経験者歓迎、PC操作(Excel) 
可能な方、車通勤できる方、 
健康で体力に自信のある方

給　与▶時給950円
時　間▶ 9:00～16:00 ※応相談
勤　務▶月～金
待　遇▶ 交通費規定支給、正社員登用制度有

応 募

☎0123-27-0911千歳市北斗4丁目13番20号

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

お気軽に 
お問い合わせください♪

千歳・恵庭 パ 配布管理業務員

仕　事▶ 障がい者グループホームでの
夜間支援

資　格▶未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶日給8,600円
時　間▶18:00～翌9:00（実働8h）
勤　務▶週1～5日程度
待　遇▶車通勤可

恵庭市柏木町5丁目1番6号

一般社団法人 
深山福祉会 グループホームエミット恵庭

まずはお気軽に 
お電話ください。☎0123-29-7833

夜間支援
スタッフ募集！

日給
8,600円

恵庭 パ 委 夜勤専従

◆札幌工場（恵庭市戸磯47-7）
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶ 9:00～18:00、10:00～19:00、

22:00～翌7:00　※時間前後要相談
給　与▶ 時給890円～+交通費規定支給 

※22:00～翌5:00/深夜手当有
休　日▶週2日　※シフト制
待　遇▶ 各種社会保険完備、 

有給休暇有、制服貸与、 
昇給有（人事考課による）、 
車通勤可、交通費規定支給

製造

株式会社エフビーエス
〒061-1405　恵庭市戸磯47-7札幌工場

☎31-0900
まずはお気軽にお電話ください。

受付/9～17時 
担当/原田・本間

パン

セブン-イレブン・ジャパン向けパンの 
製造をしている会社です。

スタッフ募集

パンが
良い匂い♪

恵庭 パ 製造


