
2022年10月28日（金）ちゃんと 10

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

期　間▶ 期間の定め無し ※長期契約 65歳以
上は嘱託契約（1年毎の契約更新）

待　遇▶ ①②6h勤務のみ社保加入有、交通費規
定支給、制服貸与、無料駐車場有、有給
休暇（半年後から）、喫煙場所無 ※ホテ
ルの客室は１フロア喫煙可能客室有

勤務先▶千歳市幸町5丁目6-1
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 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

給　与▶ 時給1,000円～ ※経験考慮 
※ 延長・残業代別途支給（5分単位で支給）

時　間▶ 8:00～16:00（実働7.25h）
勤　務▶月平均21日

❶ 清掃管理者 ★社保完備

給　与▶ 時給940円～ ※経験考慮  
※延長・残業代別途支給（5分単位で支給）

時　間▶ 9:00～16:00の間で実働4.5～6.15h
勤　務▶ 月平均15～21日 ※扶養内の勤務もOK

❷ 客室清掃者 ★社保完備

千歳 パ 管理者、清掃

期　間▶即日～令和5年3月31日（更新の可能性有）
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1,220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 ※残業無
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） ※敷地内全面禁煙

★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

ホームヘルパー募集!
恵庭 パ 訪問介護員

《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1,400～1,500円 

※6:45～8:00迄　時給1,500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210,000～240,000円 

※ 資格手当（准看）10,000円、（正看）20,000円 
職務手当20,000～30,000円

《医療事務》　◆パート
仕　事▶ 受付・会計・案内等
時　間▶6:45～12:45の間で3～6h
給　与▶ 時給930円～ 

※6:45～8:00迄　時給1,030円

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
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〒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 医療事務

この度、給与をUPしました！

お友達同士でもOK！

時給930円×1日6h×18日=時給930円×1日6h×25日=

御歳暮ギフトの
お待たせしました。今年も大募集！ 友達と一緒の応募もOKです!!

短期アルバイト！

● 今回勤務された方には、来夏お中元時期のお仕事を優先案内!!

倉庫は去年完成して 
とても綺麗です!

大手企業の為
安心出来ます。

0123-23-5125
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
★詳細は面談にて★

千歳営業所新千歳流通センター 
千歳市北信濃863-2（担当まで）
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25日間
勤務で…

空いた日で無理なく♪たくさん稼ぎたい!! 18日間
勤務で…

月
収139,500円～ 月

収100,440円～

鴻池運輸株式会社

②運搬作業

①ギフト包装ライン・検品作業

仕　事▶ 包装後のギフト製品を積込する作業
給　与▶時給1,030円～

仕　事▶ ピッキング、包装、検品作業
給　与▶時給930円～

《共通項目》
期　間▶ 11月下旬もしくは12月上旬～12月下旬 ※開始日は状況による
資　格▶ 未経験者歓迎、60歳まで（定年雇い止めのため）
時　間▶ 9:00～16:30 ※実働6h程度、休憩1.5h、繁忙期は残業2～3h有 

（18～19時くらいまで計画に合わせて作業実施）
勤　務▶ 週3日以上で期間中の18～25日程度（応相談）
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可、倉庫内禁煙（喫煙ブース有）

勤務日数・曜日は自分の予定に合わせて計画できます！※月収例はあくまでも目安です。

20名大募集!!
残り

男性も活躍中！

経験者優遇で
時給アップ

千歳 ア ギフト包装ライン・検品作業、運搬作業

千歳 ア パ 販売・商品管理

千歳・恵庭 派 運搬作業、マシンOP、製造補助、設備メンテ、検品

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～3ヶ月
資　格▶ 未経験者歓迎、資格不問
給　与▶ 時給1,300円 

※22時以降深夜割増（時給1,625円）
時　間▶ 8:30～17:00 ※休憩1時間15分 

20:30～翌5:00 ※休憩1時間40分 
※シフト制　※月45h程度の残業有

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、喫煙所有

製造スタッフ
★未経験者歓迎！
★しっかり稼ぎたい
　方にオススメ!

期間満了後5万円の報奨金支給! 急募

1,3001,3001,300

恵庭 派 部品製造

〒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!

募
集

夜勤
乗務員 

選べる
働き方

週
休
2
日

4
勤
1
休

千歳 正 嘱 タクシー乗務員

さわやか無線センター

発売機の裏で異常がないか 
見守るお仕事です。

場内の警備と環境を整備するお仕事です。

40～60代女性活躍中！

50～60代男性活躍中！

扶養内OK!

◆オペレーター
期　間▶1年毎の更新制（長期勤務可）
仕　事▶ 馬券発売機のバックヤード内での補助業務、 

発売機への現金投入･回収

【共通項目】
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶ 時給920円　※他、ナイター加算・年末年始加算有
時　間▶ 8:45～17:30、13:00～21:30、8:45～21:30 

※シフト制、休憩60分～105分 
　勤務時間により変動、時間外手当有

勤　務▶月10日程度
待　遇▶ 雇用・労災保険、制服貸与、交通費規定支給、屋内禁煙

◆警備・環境整備
期　間▶1年毎の更新制（長期勤務可）
仕　事▶ 場内警備、環境整備（感染症対策等）

千歳市幸町3丁目3-2

担当/林・大薄（おおすぎ）、白岩まずはお気軽にお電話ください。 0123-40-9000
ホッカイドウ競馬 Aiba千歳場外発売所

千歳 パ オペレーター、警備・環境整備

業務拡大につき増員募集

感染症対策は万全です！　勤務日数応相談！

(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

期　間▶長期（1年毎の更新制）
仕　事▶ 新千歳空港の 

設備運転保守管理業務 
※正社員ですが、業務の契約形態は派遣の為、 
　「常用派遣」となります。

資　格▶ 無資格可、ボイラー1級・2級等の資格や 
実務経験があれば尚可

時　間▶ ①9:00～17:30　②16:00～翌9:00 
※いずれも休憩1h、残業なし 
※②がメインです。どちらもできる方歓迎。

給　与▶ 月給180,000円～　 
※22時以降深夜割増有

休　日▶ シフト制
待　遇▶ 社保完備、制服貸与、交通費規定支給、喫煙スペース有
勤務先▶ 新千歳空港旅客ターミナル

勤務先 新千歳空港

設備管理
スタッフ募集

千歳 正 設備管理

毎週木曜日に

Q人ナビ携帯サイトで

新着情報を

チェックできるよ

期　間▶1年毎の更新制
勤務先▶ 千歳市文京1丁目(車通勤要相談)
仕　事▶ 来客受付、館内外清掃・除雪作業、設備巡回、電

球類交換、各種作業立会、総会・理事会準備等
給　与▶ 月給160,000円
時　間▶  月～ 金/8:00～16:00（休憩1h） 

土/8:00～13:00　※残業なし
休　日▶日曜、祝日、盆休2日（8月中）、年末年始
待　遇▶ 社保完備、制服貸与、館内禁煙、 

交通費支給（月上限10,000円）

〒060-0005 札幌市中央区
北5条西5丁目2番地12 
住友生命札幌ビル4F

電話連絡の上、
写真付履歴書を郵送ください。

011-221-4836

株式
会社サビスコ

平日9時～17時 担当/営業部

未経験者歓迎!!資格・経験不問!!
千歳 嘱 分譲マンション管理員

給　与▶ 11t/月給280,050～340,156円 
固定残業代35h分（47,250～60,157円）含む 
8t/月給263,750～301,953円 
固定残業代35h分（43,750～51,954円）含む 
※ 能力により変動あり、超過した場合は時間外手当を別
途支給、休日（土・日・祝）出勤した場合は時間外手当を
別途支給、試用期間中は3ヶ月/日給10,400円

期　間▶雇用期間の定め無し
仕　事▶ 仮設材、足場材、建設資材の運搬、産業廃棄物の収集運搬等
資　格▶ 大型免許、玉掛家資格、小型移動式クレーン資格、※仮設材、足場材の運搬経験あれば尚可
時　間▶ 8:00～17:00（休憩1h）※ 運行計画により変動あり、閑散期は5～10h程度、繫忙期15～35ｈ程度の残業有り
　　　　※ その日の仕事が終われば15時に帰れます。長時間勤務になった場合は翌日の勤務開始時間を調整します。
休　日▶ 土、日、祝日、年末年始、ＧＷ、お盆※運行計画に変動あり、繫忙期は月2～3回の出勤有
待　遇▶ 社会保険、退職金制度有、（入社後7ヶ月から）燃料手当、地方手当、（片道200㎞以上の現場1,500円/回現金

支給）、夜間手当（22時以降の作業1,500円/回現金支給）、ビル1F喫煙ブース有

 011-377-4931
まずはお気軽にお電話ください！ 北一運輸株式会社

北広島市輪厚431-1Kitaichi Transportation Co., Ltd.

資格を活かして働こう!!
経験者優遇いたします

資格取得支援制度有 !

受付/9～16時
担当/池田

玉掛け資格 小型移動式クレーン資格

北広島 正 11t・8tユニック運転手

《
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未経験者でも可 !


