
2023 年 1 月 13 日（金）ちゃんと 10

まずはお電話ください。面接は勤務先で行います。まずはお電話ください。面接は勤務先で行います。

期　間▶︎試用期間3ヶ月、以降6ヶ月又は1年毎の更新
仕　事▶︎�新千歳空港内のオフィス、廊下、トイレ等の清掃
給　与▶︎�時給920円
時　間▶︎�①9:00〜12:00　②13:00〜16:00�

※実働3h、残業なし
勤　務▶︎週4〜5日　※シフト制
待　遇▶︎�交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、施設内分煙
勤務先▶︎�新千歳空港ターミナルビル（千歳市美々）

時給
920円

札幌市中央区北5条西2丁目5
JRタワーオフィスプラザさっぽろ16F三幸㈱北海道支店

011-261-8753

新千歳空港新千歳空港清掃清掃
未経験者歓迎!　車通勤可!

千歳 ア パ 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

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▶︎�年1回一時金支給、昇給制度有、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

（医）三上内科呼吸器科クリニック
〒066-0021 千歳市東郊1丁目4-18 東郊メディカル1F

期　間▶︎雇用期間の定めなし
仕　事▶︎�外来看護業務
資　格▶︎�看護師もしくは准看護師資格看護業務経験3年以

上、外来看護経験あれば尚可、59歳まで（定年年
齢未満の募集・採用の為）

時　間▶︎�月・火・水・金/9:00〜18:30　※休憩1.5h�
木・土/9:00〜13:00　※休憩なし�
※残業月0.5h程度

給　与▶︎�月22〜25万円から　※資格、経験による
休　日▶︎日曜・祝日、他、月1回土曜日、GW・お盆・年末年始
待　遇▶︎�車通勤可、交通費規定支給、各社保完備、昇給実績

有、制服貸与、屋内禁煙

看護師看護師募集!!募集!!

春からの勤務も可春からの勤務も可
勤務開始日ご相談ください勤務開始日ご相談ください

受付�
9〜18時 0123-40-0350

写真付履歴書をご郵送ください。後日面接についてご連絡致します。

ご相談ご要望お問い合わせくださいご相談ご要望お問い合わせください

ご質問等、まずはお気軽にお電話ください。ご質問等、まずはお気軽にお電話ください。

千歳 正 看護師

担当/湊谷
(ミナトヤ)0123-25-2211

お気軽にお電話ください。全員と面接致します。

◆ 車両スタッフ（正社員）

期　間▶︎�即日〜翌3/31�※その後、1年毎の更新（原則更新）
仕　事▶︎�従業員食堂での調理全般�

（食材の準備・調理・盛付・提供など）
時　間▶︎�8:30〜17:30�実働8h�※休憩1h、残業なし
給　与▶︎時給950〜1,100円（経験等考慮）
勤　務▶︎週3〜5日�シフト制�※応相談

待　遇▶︎�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可（駐車場有）、
制服貸与、送迎有、独身寮完備、従業員食堂利用可、
褒賞制度有、正社員のみ諸手当有、受動喫煙対策有

◆ 従業員食堂調理スタッフ（パート）

共通項目

千歳市
支笏湖温泉 みずのうた

期　間▶︎雇用期間の定めなし
仕　事▶︎�宿泊のお客様の到着時お出迎え、�

車両移動、パートスタッフの送迎など
時　間▶︎�7:30〜17:30の間で実働9h�

※休憩1h�※状況により残業の場合有
給　与▶︎�月給197,700〜251,400円 

（固定残業代30h/35,700〜45,400円含む。
30hを超えた場合は別途支給）

休　日▶︎年間休日105日（月出勤20〜23日）

正社員・パートスタッフ募集！
千歳 正 車両スタッフパ 調理

調理調理パートパートさんさん募集!募集!
【共通項目】
期　間▶︎雇用期間の定めなし
給　与▶︎時給930〜1,200円
勤　務▶︎週3〜5日（シフト制）
待　遇▶︎交通費規定支給、車通勤可、昇給有、寸志有、敷地内禁煙

●千歳市新富1丁目
時　間▶︎8:30〜12:30、12:00〜15:00　※残業なし
●千歳市流通3丁目
時　間▶︎8:30〜11:30、11:30〜14:00　※残業なし

［担当］
さくらい

まずはお気軽にお電話ください。面接は勤務先で行います。

0120-13-0015札幌市東区伏古�
14条3丁目11-11株式会社 日総
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デイサービスデイサービス
千歳 パ 調理

家庭料理が家庭料理が
できればOK♪できればOK♪

期　間▶︎雇用期間の定めなし
仕　事▶︎「Q人ナビ」「ちゃんと」の紙面・広告制作
給　与▶︎�月200,000円以上 ※経験により優遇  

※ 基本給150,000円+公休残業手当（10h分）50,000円
資　格▶︎�Illustrator・Photoshopの基本操作必須�★InDesign使用できれば尚可�★Webの知識がある方尚可
時　間▶︎�9:00〜18:00（休憩95分）�※�月曜日は、若干の残業があります。�（月平均4〜10h程度）
休　日▶︎�日曜日、隔週土曜日（4週月は2回、5週月は3回）
待　遇▶︎�各社保完備、昇給・賞与有（業績による）、諸手当有、�

交通費規定支給、車通勤可、試用期間1ヶ月位有、敷地内禁煙

デザイナー募集
◆ 正社員

★デザイン未経験者も応募可！
★もちろん、即戦力大歓迎！

まずはお気軽に 
お電話ください。

0123-27-0911
《採用担当》髙橋〒066-0073 千歳市北斗4丁目13-20

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

千歳 正 デザイナー

電話での応募後、現地にて面接いたします。

★勤務開始日は随時、応相談 
★勤務日数・曜日希望相談OK！
★ 厨房作業補助は簡単な作業です。 

未経験でも活躍できます♪
★ 調理師免許取得サポート有♪

㈱魚国総本社 北海道支社
札幌市白石区南郷通20丁目南2番39号 011-863-4421

【受付/平日9〜17時】
担当/中村・杉本0120-442-105

期　間▶︎1年毎の更新
待　遇▶︎�社会保険または雇用保険、交通費規定

支給、有給休暇、制服貸与、受動喫煙対
策有（喫煙所有）

共通
項目

仕　事▶︎�簡単な調理、切菜、配食等
資　格▶︎①調理師免許�②資格不要・経験不問
時　間▶︎�①早番/4:00〜13:00�

　遅番/9:00〜18:30�
　早番・遅番シフト制（実働7.5h）�
②9:00〜18:30の間で実働4〜5h�
　※休憩60〜90分、残業なし

休　日▶︎月8日
給　与▶︎�時給950円〜 ※4〜5時は25％割増有

①調理パート
②調理補助パート

食堂スタッフ募集!!食堂スタッフ募集!!

車通勤OKです♬車通勤OKです♬

千歳市内千歳市内
2ヶ所で

仕　事▶︎�①主菜・副菜の調理、切菜、配食等調理業務全般�
②炊飯担当�③簡単な調理、切菜、配食等

資　格▶︎�①調理師免許�②③資格不要・経験不問
時　間▶︎�①②早番/3:30〜13:00�遅番/9:00〜18:30�

③早番/4:00〜13:00�遅番/9:00〜18:30�
　早番・遅番シフト制（実働8h）�
　※休憩60〜90分、残業なし

休　日▶︎�月8日��
※①②はGW、お盆、お正月に4日程度の休み有

給　与▶︎�①時給1,200円 ②時給1,150円 
③時給1,150〜1,200円 
※いずれも4〜5時は25％割増有

①調理パート
②調理補助パート

③調理パート（第4食堂）

陸上自衛隊 東千歳駐屯地内食堂
千歳市祝梅1016 千歳市北信濃724

陸上自衛隊 北千歳駐屯地内食堂

千歳 パ 調理師、厨房作業補助

0123-34-0740応 募

株式会社道央環境センター 恵庭市本町27番地

給　与▶︎�時給960円
時　間▶︎�①10:00〜15:00�

�②10:00〜19:00　※休憩1h
勤　務▶︎シフト制、週3日〜もOK
勤務先▶︎我汝会えにわ病院

◆厨房（調理補助） 《フルタイム》

給　与▶︎�①時給930円 ②時給960円
時　間▶︎�①8:00〜12:00�

　（8:00〜18:00のフルタイムも可）�
②18:00〜22:00

勤　務▶︎�週3日〜OK（シフト制）
休　日▶︎土日祝
勤務先▶︎我汝会えにわ病院

給　与▶︎�時給930円
時　間▶︎�8:00〜12:00
休　日▶︎土日祝（工場稼働日に準じる）

◆ ①昼清掃 ②夜清掃

◆ サッポロビール北海道工場　清掃

共
通
項
目

期　間▶︎1年毎の更新
待　遇▶︎�社保完備（勤務時間による）、賞与年

2回、制服貸与、交通費規定支給、車
通勤可、有給休暇有、職場内禁煙

扶養範囲内扶養範囲内
勤務も可勤務も可

清掃員・調理員募集
恵庭 パ 清掃、調理補助

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

「 ちゃんとをみました」
でスムーズな応募♪ 時　間▶︎�6:30〜20:00の間で早番・遅番有（実働8h）�

※休憩2h、残業有
勤　務▶︎シフト制
給　与▶︎�基本給174,000円 ※他、無事故手当10,000円、 

深夜手当200〜1,500円、時間外15,800〜45,000円、 
その他手当11,500〜42,000円 

〈月収例〉242,000〜264,000円 ※月22〜24日勤務

女性も活躍できる♪

仕　事▶︎�エコバス/市内循環バスの運転業務�
貸切バス/マイクロバスの送迎業務

資　格▶︎�エコバス/大型二種　　貸切バス/中型二種以上

〈正社員〉 配車係および事務補助

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭市住吉町
2丁目1-3富士交通㈱
担当/金田一0123-33-62710123-33-6271

期　間▶︎�雇用期間の定めなし（65歳から1年毎の更新制）
待　遇▶︎�社保完備、試用期間3ヶ月有、喫煙所有

《全体共通項目》

《バス乗務員共通項目》

仕　事▶︎�タクシーの配車係および事務
時　間▶︎�7:30〜19:00（実働8h）��

※繁忙期に1日1ｈ程度の残業の場合有
勤　務▶︎�週5日程度�※シフト制
給　与▶︎基本給165,474円

〈正社員〉 エコバス・貸切バス乗務員
恵庭 正エコバス・貸切バス乗務員、事務補助

他にもお仕事
たくさん！

千歳・恵庭・
苫小牧近郊で

190件以上！

0120-116-377
受付時間/8:00〜18:00　定休日/土・日苫小牧市旭町3丁目7-6グランドール旭町1F

労働者派遣事業�（派）01-301336 有料職業紹介事業�01-ユ-300541

㈱ホットスタッフ苫小牧

期　間▶︎3ヶ月毎の更新（長期）
待　遇▶︎�各社保完備、制服貸与、退職金有、交通費

実費支給（上限有）、週払いOK（規定有）

共通
項目

◆ サッシの組立 / 恵庭市

◆ レンタカー店舗スタッフ / 千歳市
勤務先▶︎千歳市美々
仕　事▶︎レンタカーショップでの受付、簡単な洗車
給　与▶︎時給1,100円
資　格▶︎要普通自動車免許
時　間▶︎�7:30〜16:30、11:00〜20:00��

※4〜8hで応相談�※残業なし
休　日▶︎シフト制

勤務先▶︎恵庭市
仕　事▶︎サッシの組立
給　与▶時給1,000円〜
時　間▶︎��8:20〜17:20�※実働8h、休憩1h、残業なし
休　日▶︎土日

◆ 店舗スタッフ / 千歳市
勤務先▶︎千歳市美々
仕　事▶︎テイクアウト専門店での店舗スタッフ
給　与▶︎時給1,200円〜
時　間▶︎�7:30〜16:00、12:00〜20:30、�

10:00〜18:30��
※実働7.5h、休憩1h、残業なし

休　日▶︎週休2日�シフト制

勤務先▶︎恵庭市
仕　事▶︎総務事務
給　与▶︎時給1,100円
時　間▶︎�9:00〜18:00�※実働8h、休憩1h、残業なし
休　日▶︎土日（企業カレンダー有)

◆ 総務事務 / 恵庭市

まずはお電話ください！

詳しくは
WEBを
チェック

登録だけ
でもOK!

・・・・

日数・時間日数・時間
応相談応相談

千歳・恵庭 派 組立、受付、店舗スタッフ、総務事務

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、玉掛け資格、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
　　　　※�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!!
経験者優遇経験者優遇いたしますいたします

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

《
共
通
項
目
》

未経験者でも可 !未経験者でも可 !

北広島 正 11t・8tユニック運転手


