
2022年12月2日（金）ちゃんと 10

詳しい応募方法・申込書類等はHPより確認できます。

検索千歳市社会福祉協議会

27-2525 総務課 総務係【お問合せ】

専任職員

〒066-0042 千歳市東雲町1丁目11
千歳市社会福祉協議会
社会福祉法人

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 介護保険事業等、本会業務全般 
資　格▶ 介護支援専門員又は介護福祉士、要普通免許(AT限

定可)、経験不問、60歳未満
時　間▶8:45～17:15　※休憩45分　※時間外有
給　与▶ 月額181,100円（昇給有)　※経験に応じて加算有
休　日▶ 日曜日・他1日の週休二日、祝日、年末年始 

※年間125日程度、他特別休暇制度有
待　遇▶ 各社保完備、通勤・扶養・住宅・期末手当、退職金

有、昇給有、受動喫煙対策有
応　募▶ 第一次試験/書類審査 

第二次試験/12月16日（金）16:00から 
【受付締切】12月9日（金）必着 
郵送の場合… 「職員採用申込書在中」と朱書きし、

簡易書留郵便にて郵送
　　　　持参の場合… 平日8:45～17:15の間に持参
　　　　※申込書類は返却いたしません。

募集します。

千歳 正 介護福祉専門員・介護福祉士

千歳・恵庭 派 マシンOP・運搬作業、製造補助・運搬・設備メンテ、検品・運搬

オーガニックヘアカラー専門店
千歳店
恵庭店nonno

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶  カラーリング（白髪染めのみ）、シャンプー、簡単な接客
資　格▶ 美容師免許
給　与▶  平日/時給920～1,000円  

土曜/時給970円～
時　間▶ 9:00～17:00 ※最終受付は15:30 

※8h以上勤務で休憩1h

※応募の際に、｢求人ナビを見ました｣とお伝えいただくとスムーズです。

カラーリスト2店舗同時募集！

まずはお気軽に
お電話ください。

★ブランクある方も歓迎!★扶養内勤務可 ★日･祝はお休み！

0123-25-5230

千歳・恵庭 パ カラーリスト

恵庭市恵央町19-10
千歳市信濃4丁目11-4

15:30で受付終了なので、
家庭との両立もしやすい！

勤　務▶ 週2日～OK! ※応相談  
※日曜、祝日は定休日

勤務先▶ nonno千歳店/千歳市信濃4丁目11-4 
nonno恵庭店/恵庭市恵央町19-10

待　遇▶ 交通費規定支給、店内禁煙

パーラー恵み野

まずはお気軽にお電話ください。 
面接には写真付履歴書をお持ちください。

 0123-36-4114
恵庭市恵み野西1丁目4番
受付/平日9～17時

◆ 駐車場スタッフ/北広島市
仕　事▶ 駐車場のゴミ拾い・分別等、その他、 

店内床のモップ拭き
給　与▶時給920円
時　間▶ 7:30～11:00 

※休憩15分、基本残業なし
勤　務▶週3日程度

《共通項目》
期　間▶雇用期間の定めなし
資　格▶ 未経験者歓迎
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、車通勤可、 

受動喫煙対策なし
勤務先▶ 恵庭市恵み野西1丁目4 

北広島市中央3丁目6-1

仕　事▶ アミューズメント施設内の厨房にて、 
簡単な調理業務

給　与▶時給960円
時　間▶ 9:00～15:00の間で3～5h程度 

※休憩15～30分、基本残業なし
勤　務▶週2～4日

◆ 厨房スタッフ/恵庭市

スタッフ募集!駐車場 厨房 時間
応相談

恵庭・北広島 パ 清掃、厨房

千歳支店 〒066-0077 千歳市上長都1050番地1

履歴書（写真付）に、送迎バス・車利用の有無を記入の上、
電話にて面接日を調整します。採否は電話にてお知らせします。

0123-24-2126
【受付/9～17時 担当/佐藤】

★以前当社で働いた方は電話してください!!

募集‼短期超 アルバイト

時給1,200円!!
勤務は
５日間！

未経験者歓迎 高校生OK!

12月30日～1月3日

年末年始に 
出勤できる方を
積極採用!!

20名
募集!!

期　間▶12月30日～1月3日
仕　事▶ ホテル客室用品（シーツ、タオルなど）の 

分類及び仕上げ、包装作業など
資　格▶ 高校生以上、未経験者歓迎、かけもち勤務OK
時　間▶ 9:00～17:00（休憩70分）
給　与▶ 時給1,200円
待　遇▶ 送迎バス有、車通勤可、喫煙室有

千歳 ア 工場軽作業

期　間▶表参照　 仕　事▶店内業務    
時　間▶表参照　 給　与▶表参照 
待　遇▶ 制服貸与、マイカー通勤可 

（原付・バイク不可）、施設内禁煙

共通
項目

年末臨時アルバイト

学生さん大歓迎!! Web応募
はコチラ

［応募］ご希望の店舗に電話連絡の上、履歴書をお持ちください。（担当/店長）

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32

まだまだ募集中!!ご応募はお早めに～

水産（刺身のつま盛
りや寿司の製造等） 12/31 7:00～13:00

（休憩30分）
時給 

1,200円 8名募集

さかなやの寿司 12/30 0：00～7：00 
（休憩45分）

時給 
1,600円

5名募集
高校生不可

【水産】寿司製造 12/31

5:00～14:00
（休憩1時間） 時給 

1,200円

25名募集

13:00～17:00 10名募集

さしみ製造 12/30 3：00～7：00 時給 
1,600円

2名募集
高校生不可

水産製造補助 即日～
12/31 8:00～13:00 時給 

1,200円 2名募集

オードブル製造

12/23、
24、25 8:00～12:00 時給 

1,200円 1名募集

12/30 1:00～5:00 時給 
1,600円

5名募集
高校生不可

デリカ寿司製造 12/31 6:00～15:00
（休憩1時間）

時給 
1,200円 5名募集

品出しや
パック詰め作業、
製造のお手伝い

即日～
12/31 8:30～13:00 時給 

1,200円 3名募集

12/30・
12/31

8:00～16:00
（休憩1時間）

時給 
1,200円 2名募集

刺身盛り
（経験者のみ）

12/20～12/29
8:30～12:30
12/30
7：00～16：00
12/31
5：00～14：00
1/2～1/5
7：00～12：00

時給 
1,500円

（学生/時給
1,100円）

1名募集

刺身・つま盛り 
品出し 12/31 6：00～11：00 時給 

1,000円 2名募集

オードブル製造 12/31 5：00～8：00 時給 
1,100円 6名募集

26-6660

千歳市日の出1丁目1-66
千歳店

応募

応募

23-7667

千歳市勇舞8丁目1-1
長都店

恵庭店 恵庭市本町210

33-1122
応募

店 舗 仕 事 期 間 時 間 給 与 備 考

募集終了しました

募集終了しました

千歳・恵庭 ア パ 店内業務

エームサービスジャパン(株)

期　間▶半年毎の更新制 ※5年目以降無期雇用
時　間▶ ①7:00～15:00 ※実働7.25h、休憩45分 ※残業なし 

②9:00～14:30 ※実働5h、休憩30分 ※残業なし
給　与▶ ①時給930円 ②時給920円
勤　務▶ 週3～4日 ※応相談、平日のみも可
仕　事▶ 軽調理・盛り込み・サービス 

※月2日程度洗浄業務の為、15分程度延長有
資　格▶ 70歳まで（定年の為）  

※最長75歳まで延長の場合有、自力通勤可能な方
待　遇▶ 社会保険・雇用保険加入（該当者）、 

交通費規定支給、制服貸与、喫煙スペース有
勤務先▶千歳市泉沢1007-39 大手企業内社員食堂

■三井物産グループ
千歳市泉沢
1007-39

090-5986-1013
まずは、お気軽にお電話ください。担当/おおわたり

※12:00～13:00はご遠慮ください。

社員食堂スタッフ募集!
千歳 パ 社員食堂スタッフ

働き方、選べます
★ 朝からしっかり働いて収入を得たい
★ 日中の働きやすい時間帯で扶養内で働きたい

7:00～8:00は
早朝手当有時給

＋100円

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
等の作成

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

北海道東急ビルマネジメント㈱
千歳・苫小牧営業所

〒066-0027 千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F

担当/
スズキ0123-22-1090

問合せだけでもOK、まずはお電話ください。

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶ 清掃
給　与▶ 時給930円
時　間▶  7:30～16:00 

（実働7.5h）※休憩1h
休　日▶ 土日祝・年末年始、他学校閉庁日 

※ 一部土日祝に学校行事がある
際は、出勤の場合があります。

待　遇▶ 社会保険対応、 
交通費規定支給、敷地内禁煙

勤務先▶ 北陽小学校

清掃員さん募集!
千歳 契 小学校清掃員

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～　※別途夜勤手当支給 

※処遇改善手当支給（年3回）
時　間▶ ①7:00～15:30　②9:00～17:30 

③11:00～19:30　④17:00～翌9:30 
※残業月10h程度

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 

※契約期間に応じて賞与・処遇改善手当支給有
時　間▶ 7:00～19:30の間で応相談　※残業なし
勤　務▶勤務日数応相談

職員募 集
年間休日120日以上 事業所内保育施設あり医療法人 資生会 ホームページにて、

求人情報随時更新中♪

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］ 介護職員（入所）

［パート］ 介護職員（入所）

《全体共通項目》
期　間▶正/雇用期間の定めなし　パ/1年毎の更新制 
勤務先▶ 介護老人保健施設クリアコート千歳 

千歳市桂木1丁目5-7
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、施設内禁煙

千歳 正 パ 介護職員


