
2023年3月3日（金） ちゃんと9

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭
学校行事など突然のお休みにも対応します!
仕　事▶ 野菜の種まき、育成、収穫等。 

時期によって箱詰め作業もあります。
期　間▶4月初旬～11月初旬（予定）
資　格▶ 未経験者歓迎、 

交通機関が不便なため自力通勤できる方
時　間▶ 8:00～17:00（勤務時間応相談） 

例/8:00～12:00 ※残業なし 
※昼休憩1.5h、午前・午後15分の休憩有

休　日▶週1日、応相談（天候により変動有）
給　与▶ 時給950円～ ※経験・能力により昇給有
待　遇▶ 労災保険、直売所での割引制度有、喫煙ブース有

規格外野菜の
プレゼント

あり！

お菓子 
飲み物付 
休憩あり♪

野菜直売所
ロードハウス ふくもと 福本農園

〒061-1356　恵庭市西島松316

採用係36-8290 090-8274-1755

ア パ 農作業スタッフ 千歳 パ 清掃・受付

(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▶1年毎の更新制
仕　事▶ 主に施設の日常清掃。他にペットの 

火葬受付やご遺族様への案内業務。
資　格▶不問、未経験者歓迎、車通勤可能な方
給　与▶時給920円
時　間▶ 8:45～17:15　※実働7h　 

※休憩1.5h、残業なし
勤　務▶ 月12日　シフト制 

（友引、元日はお休み）
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、敷地内全面

禁煙
勤務先▶千歳市葬斎場/千歳市根志越1365

!
期　間▶～3ヶ月、その後１年毎の更新
仕　事▶①調理員 ②調理補助 ③食器洗浄 
資　格▶①調理経験者、資格不問
給　与▶ ①時給1,300円 

②時給1,200円  
③時給920円

時　間▶ ①5:00～14:00、9:00～18:00 
　※実働8h、交替制 
②5:00～14:00、9:30～19:30 
　※実働8h 
③17:00～19:30、18:00～19:30 
　※実働1.5～2.5h 
※6h以上勤務で休憩1h、残業なし

休　日▶シフト制
勤務先▶恵庭南病院
待　遇▶ 各社保完備（時間数による）、交通費規定支

給、制服貸与、車通勤可、敷地内禁煙

㈱北海道グリーンハウス
札幌市中央区北3条西2丁目8番地　さっけんビル2F

担当/おぐら011-232-2430
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。面接は勤務先で行います。

パート募集
調理員・調理補助・食器洗浄
恵庭 パ 調理員、調理補助、食器洗浄

岩内郡岩内町字大浜476-18 

担当/採用係

まずはお電話ください。面接は千歳で行います。

0135-67-7532

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 飲料水の検査に伴う作業などを行います。
資　格▶ 学歴・経験・資格不問、18歳以上
時　間▶ 8:30～17:00の中で時間応相談 

※休憩1h、残業なし
勤　務▶ 月16日程度（年間平均）
休　日▶ 土日祝、他平日1日
給　与▶ 時給980円
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

工場内分煙
勤務先▶千歳市北信濃864-1

㈱アイ・コネクション

工場内作業
スタッフ募集
勤務時間・日数  相談に応じます!!

千歳 ア 工場内作業

（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 試用期間3ヶ月有
資　格▶ 看護師・准看護師免許、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）
仕　事▶ 外来看護業務
給　与▶ 時給1,300～1,500円
時　間▶ 月・火・水・金 

①9:00～12:00 （実働3h） 
②9:00～16:00 （実働6h） 
※シフト応相談、残業なし

勤　務▶ 週3日以上 ※月1回土曜勤務有（①）
休　日▶ 日曜・祝日、他、GW・お盆・年末年始 

※6ヶ月勤務後より有給休暇5日
待　遇▶ 社保完備（勤務時間による）、交通費規定支給、

車通勤可、無料駐車場有、制服貸与、屋内禁煙

受付 
9～18時 0123-40-0350

まずはお電話の上、写真付履歴書をご郵送ください。

扶養内・外勤務可時間・日数応相談

看護師募集!!

パート
千歳 パ 看護師

恵庭市住吉町2丁目9-14
恵庭店

0123-39-2171
まずはお気軽にお電話ください。面接時履歴書不要!

期　間▶1年毎の更新制 
仕　事▶ ホール/配膳、オーダー取り等、ホールでの接客 

キッチン/ 洗い場や、メイン・サイド商品の調理
勤　務▶週2～5日　※相談に応じます。
時　間▶ 7:30～15:00、11:00～17:00、17:00～21:30 

19:00～24:00　※残業なし
給　与▶ 時給930円～ 

※22時以降/時給1,162円以上～
資　格▶ 未経験者歓迎、フリーター・主婦（夫）・ 

高校生・専門学校生・大学生歓迎
待　遇▶ 昇給制度、車通勤可、有給休暇、交通費規定支給、 

制服貸与、労災保険、食事補助、敷地内禁煙

募集
★ 1週間毎のシフト作成！ 
予定も立てやすく、お休みも取りやすい♪

★週2日～OK！自分のペースで楽しく働けます。

ホール・キッチンスタッフ
全時間帯で

恵庭 ア パ ホール・キッチン

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

〒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

《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 正 医療事務員準 通所リハビリアシスタント、看護師

苫小牧 準 ア キャディ、ポーター兼運転手、マスター室、コース管理

フロント増員募集!!
(パート)

メイプルキャンプ場 
RVパーク

〒061-1356 
恵庭市西島松576-1

【受付/8～17時】
担当/大藤

まずはお気軽にお電話ください。

期　間▶ 4月～11月
仕　事▶ キャンプ場のフロント業務、軽微な清掃等
給　与▶ 時給950円
時　間▶ 8:00～19:30の間で 

6～8hのシフト制 
※6h以上で休憩1h、残業なし

勤　務▶ 月～金の間で週2～3日
待　遇▶ 労災保険、受動喫煙対策有

恵庭 パ フロント

090-6268-9628

親切･丁寧に指導いたします！ 
シフト応相談！  
60歳以上の方も歓迎の方も歓迎！

時給アップしました！！清掃員募集

日本管財サービス株式会社
〒066-0015　千歳市青葉8丁目3番1号 0123-24-0800 担当/高倉

❶ 航空自衛隊千歳基地内（男・女パート）

❷ 千歳乃湯えん

仕　事▶ 隊舎の清掃 
（共用部分、廊下、トイレ、風呂場）

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶ 時給950円  

※試用期間1ヶ月/時給920円
時　間▶ 8:00～17:00の間で5h（休憩なし）
勤　務▶ 月・金　※お盆、年末年始はお休み

仕　事▶ 男女脱衣所、浴槽内の巡回・清掃
資　格▶未経験者・シニアの方も歓迎
給　与▶ ⓐ時給980円（GWと年末年始は 

　割増料金有） 
ⓑ時給950円(18時以降、時給+30円) 
※試用期間1ヶ月/時給920円

時　間▶ ⓐ5:30～9:00 
　※実働3.5h、休憩なし、時々0.5h延長有 
ⓑ 13:30～21:50の間で3～4.5h 
※休憩なし

勤　務▶年中無休/シフト制（日数は要相談）

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください。

千歳 パ 清掃

男女問わずご応募ください

《共通項目》
期　間▶1年毎の更新
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、車通勤可、

受動喫煙対策有、制服貸与

0120-357-337
080-5729-7602 （土・日曜、祝日）

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

★随時面接致します

【月～金曜】9～18時

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

◆野菜の選別（恵庭市島松）
期　間▶3月中旬～10月末
給　与▶時給950円
時　間▶ 8:30～17:00 ※休憩1h 

※状況により残業の場合有
休　日▶シフト制
待　遇▶ 残業手当有、交通費規定支給、 

車通勤可（無料駐車場有）、 
受動喫煙対策有

大歓迎!!
時給

950円!

未経験 シニア
の方

主婦（夫）
さん

恵庭 派 野菜の選別

残り 
若干名

期　間▶ 長期（3ヶ月更新）
仕　事▶ ①ベッドメイク ②夜勤フロント
時　間▶ ①9:00～15:00、19:00～翌1:00 

②19:00～翌9:00 
※休憩1h、残業なし

給　与▶ ①時給1,000円、22:00以降、時給1,250円 
②日給15,350円 ※昇給有

勤　務▶ ①週2日程度※土日祝のみの方歓迎 
②週1～2日程度 ※Wワークの方歓迎

待　遇▶ 労災保険、昇給有、試用期間3ヶ月、受動喫煙対策
有（喫煙スペース有）

スタッフ募集!!

千歳市青葉5丁目6-10　http://www.hotal-web.com

電話の上､写真付履歴書をお持ちください｡ 担当/國田

ホ テ ル 　 　 　 　 　 ホ タ ル 全室Wi-Fi
完備

0123-40-2077 090-2511-4127

千歳 パ ベッドメイク、夜勤フロント


