
2023年1月27日（金）ちゃんと 12

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

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ カレー専門店でのホール業務（2名募集）
時　間▶ 10:00～20:00の間で実働7～8h 

※休憩1h、残業なし
給　与▶ 月180,000～200,000円 

※経験による
休　日▶週休2日、シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服貸

与、食事付き（無料）、賞与年2回（業績による）、
喫煙スペース有

入社祝い金 万円
支給！15

キタカレー 
釧路レストハウス(株)

カレーハウス

千歳市美々新千歳空港 ターミナルビル3F
担当:野田46-5637

千歳 正 ホール

心身ともに健康で、初めての方も歓迎

正社員募集！
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 管理物件の清掃（主に夜間）
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 未経験者/月21万円～ 経験者/月30万円～ 

※試用期間3ヶ月/時給1,150円 
(日勤の場合/時給950円)

時　間▶ 18:00～翌6:00の間で実働8h 
※9:00～18:00（日勤）の場合も有 ※残業月40h程度

勤　務▶ シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

車通勤可、制服貸与、受動喫煙対策有
勤務先▶ 恵庭市内

〒061-1432 恵庭市恵央町8-1㈱ウエスト
担当/平井

まずは、お気軽にお電話ください。

070-6951-3755

未経験者歓迎！

恵庭 正 清掃スタッフ

仕　事▶ 野菜のカットやパック詰め、並び替え、値段付け等
期　間▶試用期間3ヶ月、雇用期間の定めなし
資　格▶ 要普免、経験不問
時　間▶ 8:00～13:00、8:00～17:00、 

13:00～17:00 
※選択可、残業なし 
※時間は相談に応じます。

給　与▶ 時給920円
勤　務▶ 週4～5日　※応相談
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、建物内禁煙
勤務先▶ ベジフル北海道　※業務スーパー千歳店内

（千歳市北信濃783-1）

業務スーパー 野菜コーナーでのお仕事です!

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

0123-25-5415 担当/内藤
受付/8～17時

千歳市北信濃783-1㈱ベジフル北海道 店舗運営部

千歳 ア パ 野菜･果物売り場の管理全般

女性多数
活躍中!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

スズキレンタカー北海道
OTSレンタカー 千歳空港営業所

千歳市流通2丁目
3-14

担当/萱場･熊谷27-7000

期　間▶即日～ ※期間応相談、長期も可
仕　事▶ ①貸渡業務全般、空港カウンターでの案内・

　受付業務等 
②洗車、車両移動、配車業務等 
③送迎業務、車両移動、配車業務

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許 
（バス送迎スタッフは要大型免許、 
中型8t限定なしでも可）

給　与▶時給1,200円
時　間▶ 8:00～19:00 

※実働4h～で応相談 ※残業/月0～20h
休　日▶シフト制 ※週1～6日勤務で応相談
待　遇▶ 各社保完備、車通勤可、 

交通費規定支給、正社員登用制度有

未経験者歓迎

公共交通機関利用の通勤の場合は 
送迎有（千歳駅・南千歳駅まで）

どちらも大歓迎
長期・短期可 短時間・フルタイム
千歳 ア パ ①受付 ②洗車 ③送迎

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

 0123-27-2000
千歳第一ホテル 千歳市幸町4丁目25-1

期　間▶雇用期間の定めなし
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、 

喫煙スペースなし（喫煙可能な客室有）

共通
項目

仕　事▶ 朝食の盛り付け、補助、配膳等
時　間▶ 5:00～10:00の間で実働3h～　※残業なし
給　与▶時給1,000円～
勤　務▶ 週2～3日 ※応相談
勤務先▶千歳第一ホテル、クイーンズホテル千歳

学生・シニア大歓迎!!

仕　事▶ ベッドメイキング
時　間▶ 9:30～15:30　 

※実働5.25h　※残業なし
給　与▶ 時給920円～　※経験者優遇　 

※土日祝手当500円/1日
勤　務▶週3日～　※応相談
勤務先▶ 千歳第一ホテル

千歳 ア パ 朝食スタッフ、ベッドメイク

hokkaido-chuobokujo.com 
北広島市北進町1丁目2-2 北広島ターミナルビル4F

【受付/8:40～17:20】
担当/加藤

まずはお気軽にお電話ください。HPからの応募も可。

011-372-0073

◆豚の生産農場での補助作業（パート）

◆共通項目

◆豚の生産農場での管理業務（正社員）

畜産業務
スタッフ募集！

期　間▶6ヶ月毎の更新
資　格▶普通免許を持っている方
給　与▶ 時給920円～

期　間▶雇用期間の定めなし
資　格▶普通免許を持っている方、高卒以上
給　与▶ 月165,000円～ ※経験考慮

時　間▶ 8:00～17:00(実働7時間40分） 
休憩/お昼60分、午前・午後各10分、 
残業/月10h程度（状況による） ※勤務時間応相談

休　日▶ シフト制、年間102日
待　遇▶ 交通費規定支給（上限有）、各社保完備、制服貸与、施設内

分煙（屋外喫煙所有）、正社員のみ昇給年1回、賞与年2回
勤務先▶ ㈱北海道中央牧場千歳農場 

勇払郡安平町早来富岡160番地

安平 正 パ 畜産業務

千歳科学技術大学/千歳市美々

カンセイ/千歳市流通 

資　格▶車通勤可能な方（交通機関が不便な為）
給　与▶時給950円
時　間▶ 7:00～10:30 ※実働3.5h、休憩・残業なし
休　日▶土曜・日曜・祝日他

資　格▶車通勤可能な方
給　与▶時給920円
時　間▶ 13:00～16:00 ※実働3h、休憩・残業なし
勤　務▶火・金または、月・木 ※応相談
《共通項目》
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶日常清掃（床、トイレ等）
待　遇▶制服貸与、交通費規定支給

千歳市美々新千歳空港内ターミナル アネックスビル1階
東京美装北海道 ㈱千歳支店

応
募

0123-24-3771平日

090-9753-1547土日

千歳 パ 清掃

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

仕　事▶魚のパック詰め、品出し等
時　間▶ 7:30～11:30 ※休憩、残業なし
給　与▶ 時給945円 

※試採用期間3ヶ月/時給920円
期　間▶3ヶ月毎の更新
勤　務▶週3～5日
待　遇▶ 交通費規定支給、 

車通勤可、有給休暇、
施設内禁煙

まずは、お気軽にお電話ください。

水産/パート

千歳市白樺2-3
向陽台店

 0123-28-3511担当/藤原

千歳 パ 水産

向陽台店

スタッフ募集!!

千歳・恵庭 派 マシンOP・運搬作業・吹付塗装・製造補助・運搬・設備メンテ・廃材処理

★週2、3日～OK!! 
★シニア世代活躍中!!
★有給休暇の取得率、ほぼ100%！
★  異業種からの転職者多数！ 
前職の経験を生かせます。 
（ホテルマン・飲食店・営業マン等、前職は様々）
★多種多様な現場が有。適正に応じた勤務可能

東洋ワークセキュリティ㈱千歳営業所
千歳市幸町3-15エレガンスビル4階

■警備事業（宮城県公安委員会認定第22000353号）

期　間▶ 雇用期間の定めなし　 
※60歳以上は1年毎の更新制

仕　事▶ お客様や車両の誘導  （例/千歳市中心部での
車両誘導、コーヒーチェーン店での来客誘導）

資　格▶ 18歳以上（省令2）、有資格者尚可
給　与▶ 日給8,150～17,150円
休　日▶ 週休2日（他会社カレンダーによる）
時　間▶ シフト制（実働8h）　※残業なし 

★日勤のみ、夜勤のみもOK! 
8:00～18:00、21:00～翌7:00他

勤務先▶ 千歳・恵庭市内、近郊 ※現場への直行直帰可能
待　遇▶ 交通費規定支給、社保完備（勤務による）、

昇給制度有、賞与年2回、有給休暇、制服貸
与、法定研修有（6日間×6h×時給920円
=33,120円支給）、新生活応援支援金支給
（規定有）、事務所内禁煙

★全国に45営業所を展開！

 0123-29-3203 採用担当/清水

◆ 常駐警備スタッフ
元気に活躍中！

まずはお気軽にお電話ください。
面接時に写真付履歴書をお持ちください。

20代
30代

40代

50代

70代

60代
◀スタッフの年齢構成（イメージ）
の方も多く在籍！
60歳以上203%

2022年と2020年対比

概
要

入社後3ヶ月の期間限定で「新生活応援支援金」として、日給1,500円
を加算します。 ※入社後3ヶ月は、日給8,150円＋1,500円＝9,650円

新生活応援
支援金支給

売上増収・増益
北海道エリア コロナ禍でも

募　集募　集
5 35 3▲

千歳・恵庭・他 契 ア パ 常駐警備スタッフ

対象／1月31日までに入社した方全員！！

名名

〒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

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の間で8hシフト制 

※残業なし
休　日▶土・日曜・祝日

通所リハビリアシスタント 準職員

看護師（外来業務） 準職員

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
《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）

医療事務員 正社員

仕　事▶医療事務業務
資　格▶  保険請求事務や医療事務等の資格を 

お持ちの方優遇
給　与▶  月給174,000～223,000円
時　間▶ 月・火・木・金/①8:45～17：30 

②8:00～16:45 ③9:15～18:00 
※シフト制、残業なし 
水・土/8:45～12:45 ※残業なし

休　日▶日曜、祝日

★賞与 年2回有★ （夏・冬）

応募はこちら
でも可能です▶

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）

千歳 準 通所リハビリアシスタント、看護師正 医療事務員




