
2022年10月7日（金）ちゃんと 10

社会福祉法人追分あけぼの会 追分陽光苑
安平町追分青葉1丁目102番地

勤務先▶追分陽光苑　居宅介護支援事業所
仕　事▶ケアマネージャー業務
資　格▶ 介護支援専門員、要普通自動車免許、 

59歳以下(定年雇用止めの為)
給　与▶ 基本給/162,000～242,400円 

※資格手当10,000円別途支給
時　間▶ 9:00～17:45　※休憩1h　時間外月平均5h

0145-25-2233 担当/小林、木村
まずはお気軽にお電話ください。委細面談。 

【共通項目】
休　日▶シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、無

料P有、昇給・賞与有、各種手当有、試用期
間3ヶ月、屋内禁煙

◆看護師

◆介護支援専門員　★社用車有

勤務先▶特別養護老人ホーム追分陽光苑
仕　事▶看護業務
資　格▶ 看護師もしくは准看護師、看護経験あれば

尚可、59歳以下(定年雇用止めの為)
給　与▶ 基本給180,400～242,400円 

※待機手当1回1,400円別途支給
時　間▶ 7:45～16:30、9:15～18:00 

※休憩1h、時間外月平均5h

安平 正 介護支援専門員、看護師

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

勤務日は相談の上決定。

担当/古瀬22-0866電話連絡の上、
写真付履歴書を
お持ちください。

期　間▶雇用期間の定めなし
資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許
時　間▶ 18:00～翌5:00 

1ヶ月単位の変形労働時間制
勤　務▶4勤1休、もしくは週休2日
給　与▶  入社1年間は 

4勤1休/月270,000円   
週休2日/月230,000円を最低保証 
※当社規定有

待　遇▶  各社保完備、入社祝金制度（10万円/規
定有）、制服貸与、退職金制度、車通勤可
（駐車場完備）、喫煙室有

★二種免許取得養成制度有!
★異業種からの転職者も歓迎します!
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千歳 正 嘱 タクシー乗務員

さわやか無線センター

《看護師・准看護師》　◆パート
仕　事▶ 外来看護業務
資　格▶ 看護師・准看護師
時　間▶ 6:45～19:30の間でシフト制
給　与▶ 基本時給1,350～1,450円

《看護師・准看護師》　◆正社員
仕　事▶ 外来看護業務
資　格▶ 看護師・准看護師
時　間▶ 6:45～19:30の間でシフト制
給　与▶ 基本給200,000～235,000円 

※ 資格手当10,000～20,000円、 
職務手当20,000円別途支給

《事務》　◆パート
時　間▶6:45～12:45の間で3～6h
給　与▶ 時給930円～ 

※6:45～7:45迄　時給1,030円

◆共通項目
期　間▶雇用期間の定めなし
休　日▶シフト制、有給休暇
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、 

試用期間有（3ヶ月）、就職祝い金・紹介お礼金支給
有、昇給有、職員割引有、敷地内禁煙 
 《正》各社保完備、住宅手当 
《パ》週20時間以上勤務で雇用保険

〒066-0027　千歳市末広4丁目8番10-2
千歳駅北クリニック

正社員・パート募集！

担当/大久保0123-27-8000応募

詳細はこちらから 
ご覧ください

千歳 正 パ 看護師・准看護師パ 事務
期　間▶長期
仕　事▶ 牛乳・ソフトクリーム等の販売、接客、品出し、レジ打ち等
資　格▶ 未経験者・経験者共に歓迎、 

フルタイム・土日勤務できる方歓迎、学生不可
給　与▶ 時給960円～ ※試用期間3ヶ月/時給920円
時　間▶ 7:30～20:30の間で実働7.5h ※休憩1h 

①7:30～16:00　②10:00～18:00 
③12:00～20:30 
※残業通常は無し、繁忙期は月/10時間以内

休　日▶  月8～10日　※シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、社員割引有、空港施設内割引有、

制服貸与、有給休暇、喫煙所有
勤務先▶ Milk Stand 北海道興農社（新千歳空港国内線ターミナル2F）

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。【担当】田仲

Milk Stand 北海道興農社（北海道興農社）
千歳市美々 新千歳空港国内線ターミナルビル 2F

0145-26-2800【受付】平日 9:00～17:30

販売スタッフ 募
集

未経験者
 歓迎！

千歳 ア パ 販売

札幌市白石区平和通12丁目北5番43号

労働者派遣事業（派01-23-0019）
紹介業（01-ユ-300059）業務請負共通運送株式会社 

期　間▶長期（3ヶ月毎の更新）
仕　事▶ 大手メーカーの清涼飲料水・炭酸飲料水・コー

ヒー・お茶等の材料の①計量②調合③投入
資　格▶未経験者歓迎、高校生不可
給　与▶ 時給1,500円 ※交通費規定支給 

※22:00～翌5:00まで深夜割増有
時　間▶ 8:00～17:00、20:00～翌5:00 ※休憩1h 

※2交代制、実働8h、残業有（月/40h以内）
勤　務▶ 週5日(日勤と夜勤の交代制)
休　日▶週休2日、シフト制（要相談）
待　遇▶ 各社保険完備、制服貸与、車通勤可、6ヶ月後有

給休暇所得、喫煙ブース有
勤務先▶千歳市北信濃(JR長都駅より徒歩15分)

1,500円時
給

新工場増設の為

受付/8:30～17:30 
担当/土田011-862-8291

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
まずは、お気軽にお電話ください。

千歳 派 飲料製造補助

お電話のうえ、履歴書をお持ちください。

23-2010 受付/9時～16時

健康で体力に自信のある方!
定年まで長期で働ける方! 大歓迎!

アルバイト・パート

契約社員
期　間▶雇用期間の定め無し、自動延長します。
仕　事▶ 炊飯業務及び配送（5tトラック使用）
資　格▶普通免許
時　間▶6:00～16:00（実働8h、休憩2ｈ）　※残業月/10h
給　与▶ 月給170,000円 

＋諸手当35,000円（定額） 
総支給/月205,000円

休　日▶月6～8日　※シフト制
待　遇▶ 各社保険完備、受動喫煙対策なし

期　間▶即日～長期
仕　事▶ 炊飯業務の手伝いと清掃等
時　間▶12:30～15:30（実働3h）　※残業なし
給　与▶ 時給920円～
勤　務▶週4日程度（応相談）
待　遇▶ 交通費別途5,000円支給

ほぼ、定時の16時で業務終了致します。

㈱吉田商店 〒066-0037
千歳市新富3丁目9-2

ちとせライスセンター

千歳 契 ア パ 炊飯業務及び配送

TELか応募フォームより 
ご応募ください。 
面接日時をお知らせします。
Zoom面接も実施します 
｢Q人ナビ10/7号を見た｣とお電話ください！

恵庭市恵南1番地
〒061-1411㈱ロバパン恵庭

工場

0123-32-4346
受付/月～金 8：30～17：30 担当/やまだ・うえだ

★昨年の経験者は面接不要です。  
★ 定員に達したら締切りますので、 
例年お越しの方もお早めに 
お申し込みください。

当工場では、新型コロナウイルス 
感染症対策を実施しております。

資　格▶ 18歳以上（高校生不可）、未経験者大歓迎、長時間の立ち仕事に支障がない方
待　遇▶ 恵庭市内送迎バス有、交通費規定額別途支給、制服・作業靴等貸与、無料駐車場完備共通項目

時
給1,100円

最大皆勤特別手当!! 5,000円

ケーキの仕分け

※時間等の詳細はお電話でお尋ねください。

恵庭 ア 製造、ケース詰め

最大皆勤特別
手当!! 最大皆勤特別

手当!! 最大 5,000円5,000円8,000円 皆勤特別
手当!!

期　間▶ 11/24（木）～12/24（土）
給　与▶ 時給1,050円 

（22～翌5時は時給1,313円）
時　間▶ 9:00～18:00
休　日▶ 週2日（基本土日）

期　間▶ 12/21（水）～12/23（金） 
12/19～12/24も来られる方歓迎

給　与▶ 時給1,100円 
（22～翌5時は時給1,375円）

時　間▶ 2021年の実績を目安にしてくだ
さい。　※上記表参照

期　間▶ 12/20（火）～12/23（金）
給　与▶ 時給1,050円 

（22～翌5時は時給1,313円）
時　間▶ 2021年の実績を目安にしてくだ

さい。　※上記表参照

クリスマスケーキ製造補助 ケーキ製造全般補助
11/24木▶12/24土 12/21水▶12/23金 12/20火▶12/23金

12/21 21:30～翌9:30
12/22 18:30～翌5:15
12/23 19:00～翌3:30

12/19 0:30～10:10
12/20 21:00～翌2:00

★ クリスマス直前の数日間は、全員深夜勤務となります。

12/19～23の手当6,000円  
さらに、11/24～手当+2,000円（他は皆勤1,000円）

手当3,000円!!
さらに10月中にお仕事決定で+2,000円!!

手当は3日連続勤務で2,000円 4日で4,000円!!
さらに10月中にお仕事決定で+1,000円!!

▼2021年実績 12/22 18:00～翌4:00
12/23 17:30～22:30

12/20 18:30～20:00
12/21 19:30～翌3:00

▼2021年実績につき変動有

時
給

時
給

時
給円 円 円

学生さん
歓迎

4日間
超短期

2日間

超超短期
1ヶ月の
短期

学生さん、お友達同士、親子でもたくさんのご応募お待ちしています。
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12/21 20:00～翌8:45
▼2021年実績につき変動有

12/22 17:30～翌5:00
12/29㈭に銀行口座へ振り込み予定!

いちごのケース詰め

短 

期
ロバパンXmas 毎年人気!!

恵庭市内の方はご自宅近くまで送迎あり!!
（他の地域の方はご相談ください。）

短期アルバイト

1,0501,050 1,100
12/21水
▶12/24土

期　間▶即日～翌3月31日　※更新の有無
仕　事▶客室清掃 
給　与▶時給1,250円
時　間▶ 9:00～15:00 

※休憩30分　※残業なし
勤　務▶週3～5日（土日祝の出勤も可） 
勤務先▶ 札幌北広島クラッセホテル 

北広島市中の沢316-1
待　遇▶ 社保完備（勤務による）、マイカー通勤可、 

北広島駅から無料シャトルバス利用可、業務終了
後ホテル内温泉利用無料可、制服貸与、有給休暇、
受動喫煙対策の有無 札幌市中央区北2条西2丁目26番地　道特会館5F

派13-308601B-TEC株式会社

時
給 1,250円!!

4～5名募集！客室清掃スタッフ募集!!

千歳でも面接可能　面接場所は要相談

 0120-278-088

〈勤務先〉
札幌北広島クラッセホテル

北広島市中の沢316-1

★マイカー通勤OK 
　北広島駅から無料シャトルバス利用可
★勤務終了後、 
　ホテル内温泉を無料で利用できます♪

北広島 派 客室清掃

札幌市東区北34条東20丁目5番11号三好梱包商事㈲派遣事業部一般労働者派遣事業(派01-301226)

お電話の上、面接時に 
写真付履歴書をお持ちください。

（札幌本社） 011-787-3443
0123-22-4368（千歳事業所）

 miyoshi-konpou-3443@m7.dion.ne.jp

高時給1,440円　 ◆無期雇用契約制度有

増員募集!!
20～40代の男性仲間が
大勢働いています！

期　間▶2023年3月末まで（延長の場合有）
給　与▶ 時給1,440円 （別途残業時給1,800円）
時　間▶ 8:00～17:00 （実働8h） ※残業有
休　日▶ 土日祝、年末年始、GW、お盆
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇10日（6ヶ月後付与）、 

制服貸与、交通費規定支給、受動喫煙対策有
勤務先▶ 千歳市上長都 （株）IHIアグリテック構内

お電話お待ち
しています！  

千歳 派 農機製造作業

①組立・部品の仕分・運搬
②半自動溶接 ③静電吹付塗装


