
2023年3月10日（金）ちゃんと 16

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

●寮完備 ●送迎有 ●従業員食堂 ●褒賞制度有
福利厚生充実

担当/湊谷(ミナトヤ)0123-25-2211
お気軽にお電話ください。全員と面接いたします。

◆ 食器洗浄スタッフ（パート）

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 
※短時間勤務も可（要相談）

給　与▶時給1,100～1,500円（経験等考慮）

期　間▶ 即日～3/31 ※その後、1年毎の更新（原則更新）
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、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

仕　事▶「水の謌」内の食事会場で使用する食器の洗浄
時　間▶ 12:30～22:30の間で実働8h　 

※シフト応相談　 
※状況により早上がり、延長の場合有

給　与▶時給1,000～1,100円

千歳 パ 食器洗浄、調理

パートスタッフ募集！

千歳

グループホーム ぬくもりの里 
グループハウス ぬくもりの家

千歳市住吉
４丁目８番１４号

入社祝い金

（規定有）20万円
支給!!

初任者研修費用全額負担!!
090-3399-5886

［パート］介護職員
仕　事▶ [日勤]お買い物や医療機関受診同行、身体ケア・食事入浴介

助、食事の調理等、[夜勤]夕食の片付け、就寝準備手伝い、夜
間の見守り、朝食準備等

期　間▶長期
資　格▶ 無資格OK（介護職員初任者研修修了、介護福祉士資格あれば優遇）
給　与▶ 介護福祉士/時給1,300円～　※処遇改善費を含む 

初任者研修修了/時給1,050円～　※処遇改善費を含む 
無資格・未経験者/時給920円～

時　間▶ ［日勤］①7:00～16:00 ②9:00～18:00 ③10:30～19:30 
［夜勤］④18:00～翌9:00  
※休憩1h、状況により残業の場合有 
★すべてのシフトに入れなくてもOK！ 
　日勤のみ・夜勤専従等、幅広くご対応いたします。

休　日▶ シフト制
待　遇▶ 社保完備（勤務による）、昇給有、交通費規定支給、有給休

（100%消化可能）、車通勤可（無料駐車場有）、処遇改善賞与
（年2回支給）、正社員登用制度有、屋外喫煙スペース有

パ 介護

応
募 受付/9～18時（人事担当直通）

さらに

仕　事▶店内業務　　　期　間▶長期
待　遇▶ 通し勤務のみ社会保険加入、制服付与、交通費規定支給、車通勤可、施設内禁煙共通項目

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32[応募］店舗に電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。担当/店長

給　与▶ ［一般］時給968円 ［学生］時給920円
時　間▶ ①8:30～13:00 ②17:00～21:00 

※残業、休憩なし ※土日祝のみ可
勤　務▶ 週4日程度

島松店 恵庭市島松旭町1丁目1-1

39-7777応募
給　与▶ ［一般］時給941円 ［学生］時給920円
時　間▶ ①7:30～12:00 ②7:30～15:30 ※残業なし 

※②のみ休憩1時間

給　与▶ ［一般］時給947円 ［学生］時給920円
時　間▶ ①8：00～12：30 ②13：00～17：00 

③17：00～20：30 ④8:00～17:00 
※残業なし ※④のみ休憩1時間 ※土日勤務できる方

勤　務▶ 週3～4日
千歳市日の出1丁目1-66千歳店

26-6660応募

恵庭店 恵庭市本町210

33-1122応募

給　与▶ ［一般］時給940円 ［学生］時給920円
時　間▶ 17:00～21:00 ※4時間程度(応相談) ※残業、休憩なし

千歳市勇舞8丁目1-1長都店

23-7667応募
Web応募
はコチラ

の募集ですデリカ部門
千歳・恵庭 ア パ デリカ

定年退職後の方や
シニア層の方も
歓迎!!

あれこれ迷っているなら
うちに来ませんか?

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶  新千歳空港関係者専用ゲートにおける、 

出入管理業務。通行証の確認や、出入者に対して
のセキュリティ管理が主なお仕事です。

資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶  時給1,000円 

 ※法定研修20h有/18,400円支給
時　間▶ 6:30～21:30の間で実働5～8h 

※休憩1h（勤務時間による）　※残業なし 
※1年単位の変形労働時間制での勤務シフト

休　日▶週休2日、シフト制　※年間休日105日 
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、国家資格

取得制度有（警備員業務検定/費用当社負担）、喫
煙スペース有

勤務先▶ 千歳市平和/新千歳空港国際貨物ターミナル

〒004-0877 札幌市清田区平岡7条3丁目8-22 
平清警備株式会社

011-885-4141担当/
山田

まずはお電話のうえ、
写真付履歴書をお持ちください。

面接場所:千歳市内

応
募

30,000円支給!

入社祝い金
入社3ヶ月後

未経験者歓迎
資格取得制度有

千歳 契 施設警備員

千歳 契 清掃スタッフ

期　間▶即日～4月末までの間で応相談 ※延長可
時　間▶ 昼勤/9:00～18:00（休憩1h）、14:00～18:00 

夜勤/19:00～翌4:00（休憩1h） 
※生産量に応じ、2h程度の残業の可能性有

資　格▶ 未経験者歓迎 ※食品衛生上マニキュア・付け爪・ひげは禁
止、貴金属類の着用不可

給　与▶ 昼勤/時給940円 夜勤/時給1,010円 
※22～翌5時は深夜時給1,262円 
★月末月初手当有！ 
（実働6h以上の方が対象。合計6日間、最大6,000円） 
毎月末3日間と毎月初めの3日間は、 
1日出勤ごとに1,000円支給

待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場完備）、勤務日にパン
のお土産有、当社製品社内販売有、格安食堂完備（パン食は無
料）、制服貸与、近郊エリア無料送迎バス有、受動喫煙対策有

山崎製パン㈱札幌工場 恵庭市恵南10-1

まずは、お気軽にお電話ください。

★JRサッポロビール園駅より徒歩15分
 0123-34-1128《受付》9～18時

人事採用担当まで

JR恵庭駅から
無料送迎有！！

春休みの 
学生歓迎

長期勤務への切
り替えOK！！

期間中
1日～OK！！

恵庭 ア パン・和洋菓子・弁当等の製造補助、仕分け

デザイナー募集
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220,000円～ ※経験により優遇
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） 
※月曜は若干の残業があります。 
　（月平均4～10h程度）

休　日▶日曜、隔週土曜日（4週月は2回、5週月は3回）
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、昇給・賞与有（業績による）、諸手当有、 

車通勤可、試用期間1ヶ月位有、敷地内禁煙

〒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

◆ 正社員

★ デザイン未経験者も 
応募可！

★ デザイン業務経験者 
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

千歳 正 デザイナー

（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

0123-22-1090
まずはお電話ください。後日面接を行います。

【平日/9～18時】　担当/スズキ

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶病院内での日常清掃
給　与▶時給950円
時　間▶ ①6:30～10:30　※実働4h 

②13:00～17:00  ※実働4h 
③17:30～20:00  ※実働2.5h 
※選択可　※状況により残業の場合有

勤　務▶週2日～
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、車通

勤可、制服貸与、有給休暇、敷地内禁煙
勤務先▶千歳市北光

〒066-0027 千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F

北海道東急ビルマネジメント(株)
千歳・苫小牧営業所

千歳 パ 清掃

清掃員さん
募
集

恵庭 パ 調理補助


