
2022年11月11日（金）ちゃんと 8

〒061-1411恵庭市恵南4-1

調理スタッフさん募集!!
◆厨房（調理）
期　間▶雇用の定めなし
仕　事▶厨房での調理になります
資　格▶ 経験者・有資格者優遇
給　与▶時給940円～
時　間▶ 10:30～21:30の間で5.5h 

（早番・遅番のシフト制）休憩、残業なし
勤　務▶週3～4日程度（土日勤務可能な方）
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、 

勤務後の入浴無料、受動喫煙対策有

［担当］ミズタカ
32-4171

 電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

★土日勤務可能な方歓迎★経験者大歓迎

恵庭 パ 調理

仕　事▶ 通所リハビリ送迎時の乗降介助、 
リハビリテーション実施時の補助業務

資　格▶ 未経験者可
給　与▶ 時給950円
時　間▶  7:30～18:00の中で8h勤務（シフト） 

※詳細は面談時にお伝えします。　 
※残業なし

休　日▶土・日曜・祝日 応募はこちら
でも可能です

〒066-0034 千歳市富丘1丁目618-6  医療法人社団 豊友会 千歳豊友会病院 人事担当宛

24-4191◎電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。 （医）豊友会 

千歳豊友会病院
Chitose Houyukai Hospital

https://www.foryou-hp.or.jpウェブサイトもご覧ください▶

ケアマネージャー 正社員

看護師（外来業務） 準職員

仕　事▶  薬剤師助手業務
給　与▶  時給920円
時　間▶  ①8:45～17:30（月・火・木・金） 

②8:45～12:45（水・土）　※残業なし
休　日▶日曜・祝日

仕　事▶  ケアマネージャー業務
給　与▶  月給184,000円～
時　間▶  ①8:45～17:30（月・火・木・金） 

②8:45～12:45（水・土）　※残業なし
休　日▶日曜・祝日

仕　事▶外来患者の看護業務
給　与▶時給1,500円
時　間▶   ①8:45～17:30（月・火・木・金） 

②8:45～12:45（水・土）　※残業なし
休　日▶ 日曜・祝日

通所リハビリアシスタント 準職員看護師（透析業務） 準職員

仕　事▶透析患者の看護業務
給　与▶時給1,500円
時　間▶ ①8:30～12:15　②9:00～17:45 

③9:45～18:30　④8:45～18:30 
※残業なし

休　日▶シフト制（4週8休+祝日）

薬剤師助手

《共通項目》
期　間▶長期 
待　遇▶ 交通費規定支給、 

車通勤可、制服貸与、 
受動喫煙対策有（施設内禁煙）

準職員

千歳 正ケアマネージャー準通所リハビリアシスタント、看護師（透析・外来業務）、薬剤師助手

苫小牧市美沢
261-56

まずはお気軽にお電話ください。

0144-58-4111
エアポートパーキング

担当/竹内 

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 駐車場と新千歳空港間（片道10分）の送迎業務、

車の出し入れ係
資　格▶ 中型一種免許以上、年齢・経験不問、シニアOK
給　与▶ 時給920円～ ※深夜手当、残業手当有 ★日払い可
時　間▶ ①5:30～14:30 ②14:00～23:00 

※①②シフト制、休憩1h、繁忙期は残業の場合有
勤　務▶ シフト制、日数応相談 
待　遇▶ 中型免許限定解除養成有、制服貸与、 

車通勤可、日払い可、事務所内禁煙

日払い可！
募集!!バスドライバー

週末
食事付き♪

苫小牧 ア バスドライバー

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】
期　間▶雇用期間の定めなし
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、看護師千歳 ア パ 販売・商品管理

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

3ヶ月の短期！

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

北海道クリーン開発㈱ 〒053-0016
苫小牧市寿町2丁目3-14

（田口）応 募

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は勤務先にて行います。委細面談。

0120-03-6323
080-2871-5294

期　間▶長期 
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給920円
時　間▶ ①8:00～11:30 

②14:30～19:30 
※シフト制 ※残業無

勤　務▶ 週5日程度
待　遇▶ 労災保険、制服貸与、交通費規定

支給、車通勤可、喫煙所有
勤務先▶ ちとせモール/千歳市勇舞8丁目1-1

日数やお休み等ご相談ください♪
未経験者大歓迎! ブランクある方もOK!

千歳 パ 清掃

時　間▶ 7:00～20:40の間で実働5～7h シフト制 
例/①7:00～15:00　②9:00～17:00 
③12:40～20:40等 

※休憩1h、繁忙期は延長の場合有
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、制服等貸与、賞

与年2回、空港内喫煙室有
勤務先▶北海道本舗 総合土産店

仕　事▶ お菓子や農水産品、お酒などを取り扱う 
お店でのレジ、商品補充、陳列、接客など

期　間▶～3/31まで、その後1年ごとに更新
資　格▶年齢・学歴・経験不問
給　与▶時給1,000円～
勤　務▶週2～5日
休　日▶月8日以上

千歳市美々987番地22北海道空港 株式会社

★扶養内勤務可能!!

★ 未経験者歓迎!! 
丁寧に指導します!

担当
影山

まずはお気軽に
お電話ください。 0123-46-5118

千歳 パ 店内業務

空港おみやげ店スタッフ募集!!

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶ タブレットや手書きでの書類作成・発

送、PC入力等の自動車オークション
出品準備補助業務全般

資　格▶ 要普通自動車免許（AT限定可）、 
PC操作可能な方

時　間▶ 9:00～17:00　 
※休憩1h、残業月5～10h程度

給　与▶時給970円～

千歳市泉沢1007-190 0123-28-8700
 (株) トヨタユーゼック

休　日▶ 日曜日、GW・夏季休暇・年末年始の長
期休暇有

勤　務▶週2日～OK　※扶養内勤務可
待　遇▶ 社会保険完備、交通費規定支給、車通

勤可(ガソリン代規定支給)、昇給有、
ミニボーナス有（年2回/規定有）、福
利厚生（3万円迄/車検や旅行代等に
使える制度※規定有）、自家用車購入
割引有、特別休暇（結婚・慶弔他）、有
給休暇（半日からOK）、屋外に喫煙ス
ペース有

担当/田中・田村

トヨタ100％
出資企業

普通免許があれば、
始められるお仕事です

・安定勤務 ・昇給有

まずはお気軽にお電話ください。

千歳 ア パ 業務補助

オークション品質準備スタッフ

履歴書( 写真貼付 )を郵送ください。追って面接日をお知らせします。

千歳市学校給食センター 千歳市流通3丁目1-11

栄養士募集

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社
千歳営業所

勤務先

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶ 給食調理全般、衛生管理、調理員へ

の衛生教育、衛生帳票管理、報告書
等作成

資　格▶  管理栄養士、栄養士
給　与▶ 月給180,000円～
時　間▶ 7:30～16:30（実働8h、休憩1h） 

※ 状況によっては延長の可能性有
勤　務▶週5日　　休　日▶ 土・日・祝
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

駐車場有、敷地内禁煙、制服貸与

〒066-0028 千歳市花園5丁目7-3-103

★面接日・勤務開始日ご相談ください！

［担当］荒川070-4510-0065

千歳 契 栄養士

除雪員2名パート募集
千歳 パ 除雪員

期　間▶12月後半～2～3ヶ月頃まで
資　格▶ホンダの除雪機対応できる方歓迎
給　与▶時給1,400円
時　間▶6:00～9:00※休憩、残業なし
勤　務▶降雪により除雪が必要な場合のみ
休　日▶日曜、祝日、お盆、年末年始
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、 

車通勤可、受動喫煙対策有

医）住吉歯科医院千歳市住吉3丁目14-14
http://sumi-dc.net/

採用係23-7005応募

期　間▶ 雇用期間の定めなし 
※60歳～1年毎の更新制

仕　事▶調理補助全般
資　格▶ 未経験者歓迎、年齢不問、 

60歳以上のシニア層も歓迎
時　間▶ 9:00～21:00 

の間で実働8h ※休憩1h 
※月/20h程度残業有

休　日▶ 4週8休 
※シフト上で、お好きな 
　曜日で週2日休みもOK

給　与▶ 月180,000～200,000円 
※残業代20h分/26,760～29,740円別途支給 ※経験者優遇

30年間務めた洋食レストランが北海道撤
退。道外へ行く選択肢もある中、地元に残
る決心をした時、私は50歳目前。会社の
ルールやメニュー、人間関係と新しい環
境へのチャレンジでしたが簡単な仕事か
ら任せてもらう等、プレッシャーの少な
い中で慣れることができました。店長達
は人生の先輩として敬ってくれ、私は会
社での後輩として店長を支える……そん
なお互いにとってプラスな存在で働くこ
とができています。これからも調理の記
述や励ましになるような人生経験をみん
なに伝えていきたい。そう思っています。

60歳からの再出発 
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玉藤伏古店勤務
小西吉信（64歳）

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

011-850-4151 担当/田中・こびやま
〒062-0051 札幌市豊平区月寒東1条17丁目5-48

有田不動産ビル2F（札幌ドーム向かい）

http://www.do-kyu.com（株）どうきゆう

千歳 契 調理補助

待　遇▶ 各社保完備、昇給有、交通費規定支給（上限15,000円まで）、
車通勤可、食事有、定期健康診断、試用期間6ヶ月（同条件）、 
社内表彰制度有、店内禁煙

勤務先▶ とんかつ玉藤　千歳店　（千歳市錦町3丁目5-4）

◆ お皿にキャベツを盛り、からし・レモ
ンを添え、揚がったとんかつをカッ
トし盛り付ける。
◆ 食パンのみみを落とす、海老の皮を
むいてのばす、ヒレ肉の掃除。
◆ 調理場の清掃　

※ どれも簡単な作業。イチから社員がわ
かりやすく教えていきますので、調理
経験のない方でもすぐに覚えることが
できます。重たいものは持たせません。 

シニアスタッフ
大歓迎!!


