
2023年3月10日（金）ちゃんと 18

千歳市信濃2丁目1-704しなのビル2階 
〒066-0038
写真付き履歴書を郵送ください。

千歳
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶診察介助、内視鏡検査補助等の看護師業務全般
資　格▶ 看護師もしくは准看護師資格
給　与▶ 基本給195,000円+ 

資格手当、調整手当、職務手当、発熱外来手当 
=月額総支給237,000円

時　間▶ 月～金/8:30～17:30 ※休憩1h 
土/8:30～12:30 ※休憩なし 
※残業月平均2h程度

休　日▶シフト制 ※年間休日101日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、駐車場有、 

昇給有、賞与有（計4ヶ月分）

正 看護師

40-7140
標準ロゴ

反転ロゴ　アレンジ例 反転ロゴ　アレンジ例（ドロップシャドー）

反転ロゴ　アレンジ例

担当/大村

期　間▶ 【正】雇用期間の定めなし　 
【パ】即日～3ヶ月 ※更新有

仕　事▶ 介護業務全般（入浴、排泄、レクリエーショ
ン、手作業等の介助）

資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇 
【正】介護職員初任者研修修了以上

給　与▶ 【正】月給164,500～181,000円 
【パ】時給1,100円

時　間▶ 【正】8:30～18:30（実働8h) 
【パ】8:45～16:45(実働4h) ※応相談 
※休憩は6h以上で45分、残業なし

休　日▶土曜・日曜、12/29～1/3
待　遇▶ 有給休暇、交通費規定支給、車通勤可、喫煙室有 

【正】各社保完備

恵庭市本町146

デイサービスおしゃべりサロン
わくわくサロン

まずはお気軽にお電話ください。

0123-33-0211 受付/8～17時 
担当/ワタナベ

恵庭おしゃべりサロン 
わくわくサロン
笑顔でご一緒に働く方、歓迎！

服装自由!

利用者様 
増加のため 

急募!

恵庭 正 パ 介護職員

恵庭リサーチ・ビジネスパーク株式会社

パート 清掃・ベッドメイク
恵庭 パ 清掃・ベッドメイク

期　間▶4月1日～翌3月31日まで 
　　　　※その後、1年毎の更新制
仕　事▶  日常清掃、宿泊室（客室・ユニット
　　　　バス）の清掃・ベッドメイク
資　格▶ 未経験者歓迎、学生不可
給　与▶時給920円
時　間▶  ①8:00～12:00 ②13:00～17:00  

※シフト制、残業なし
休　日▶ 週休2日 ※シフト制
待　遇▶ 雇用保険、労災保険、賞与有、扶養・住宅・寒冷地

手当、制服貸与、受動喫煙対策有

〒061-1374 恵庭市恵み野北3丁目1-1

0123-36-3113
まずはお電話のうえ、写真付履歴書をご郵送ください。

仕　事▶ 発泡スチロール製造工場にて、検品、
ビニール袋への梱包、数量確認業務

期　間▶ 4月1日～、3ヶ月毎の更新 
※4月1日以前の入社相談可

時　間▶ 8:30～17:30 ※休憩1h 
※繁忙期は月10h程度残業の場合有

休　日▶ 土日
給　与▶ 時給1,200円
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

受動喫煙対策有
勤務先▶ 千歳市

北ガス文化ホール 2F 美術工芸室

◆工場軽作業

事前予約でプレゼントがあります★
当日ご来場が難しい方はご相談ください！

どんな仕事があるの？転職の悩みをまずは相談したい ... 等
お仕事探しに関するお悩み・ご相談をお聞かせください！

3/15 ㈬ 9:00 ～ 12:00

予約なしのお仕事相談も歓迎！

㈱ヒューマンインプリンク千歳支社 千歳市柏台南1丁目3-1
一般労働者派遣事業/派01-300271有料職業紹介事業/01-ユ-300107

0123-25-3221応 募

千歳 派 工場軽作業

お仕事探しのサポート窓口

3/22 ㈬ 13:00 ～ 17:00

完全 
無料

ご予約 
不要

履歴書 
不要

出張さがさぽ

すぐに働けます

電話連絡の上、写真付履歴書を
お持ちください。ファーム姉崎

恵庭市西島松129番地（JR島松駅より徒歩約10分）

090-2692-2354

仕　事▶農作物の種まき・管理・収穫等
資　格▶自力通勤可能な方、未経験者歓迎
給　与▶時給960円～
時　間▶ ①8:00～17:00　※休憩1.5h、残業なし 

②8:00～15:00　※休憩1.5h、残業なし
期　間▶4/1～11月上旬頃まで
休　日▶シフト制 ※応相談 
待　遇▶ 雇用保険(週20h以上勤務の場合)、 

受動喫煙対策有

急募40～50代の主婦（夫）の方も
多数活躍していますよ～。

恵庭 パ 農作業スタッフ

期　間▶即日～長期
時　間▶ 8:00～17:00の間で1日4～6h程度  

※6h以上で0.5h休憩　※週20h未満 
①残業なし  
②繁忙期残業有 
できるだけ、希望に沿えます。ご相談ください。

勤　務▶ 週2～4日　※シフト制、応相談 
※土日のみ勤務も可能

待　遇▶ 労災保険、車通勤可、制服貸与、お肉社内割有、 
交通費規定支給、喫煙スペース有

仕　事▶ ①簡単なお肉のパック詰め  
②お肉のルート配送及び、商品管理

資　格▶ 未経験者OK、WワークOK、 
土日勤務ご協力いただける方歓迎 
②要普通免許要(MT免許の方歓迎)

給　与▶ ①時給940円 ②時給1,000円 
※試用期間2ヶ月/同条件

千歳市上長都 
1041-10

0123-29-5806
株式
会社

アイケー 
コーポレーション

千歳 パ 食肉加工、配送

《共通項目》

すぐに 
働きたい方 
大歓迎!!

お
肉
好
き
な
方

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

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。

◆レストランでのホールスタッフ
期　間▶4月15日～11月5日
仕　事▶レストランでのホールスタッフ
資　格▶自力通勤可能な方
給　与▶時給1,700円
時　間▶ 9:00～17:00 

※休憩1h、状況により残業の可能性有
勤　務▶4週8休　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

テーマパークでの 
ホールスタッフ

苫小牧 派 レストランホール

《共通項目》

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

090-9753-1491土日

千歳 契 パ 清掃

期　間▶4月上旬～11月下旬(季節雇用)
資　格▶車通勤可能な方
勤務先▶ ザ・ノースカントリーゴルフクラブ（千歳市蘭越26）
待　遇▶ 社保完備、賞与有（③のみ）、 

雇用保険（時間による）、制服貸与、交通費規定支給

仕　事▶ お風呂清掃、巡回清掃（男性ロッカー）
給　与▶ 時給1,100円
時　間▶ 6:30～10:30、7:00～11:00、 

14:00～18:00（実働3.5h、休憩0.5h）
休　日▶ 週2日～

季節雇用①/パート

季節雇用②/パート

季節雇用③/契約社員

仕　事▶ クラブハウスの日常清掃（床、トイレ等）、洗濯（タオル等）
給　与▶ 時給1,100円
時　間▶ ⓐ8:30～12:30（実働3.5h、休憩0.5h） 

ⓑ12:30～17:00（実働4h、休憩0.5h）
休　日▶ ⓐ週2～3日ⓑ週3～4日

仕　事▶ ①②両方をする
給　与▶ 月給159,500円～
時　間▶ 11:00～20:00（実働8h、休憩1h）
休　日▶ 週2日

時給1,100円!!長時間パート可!高時給!!

えこりん村カフェ

34-7800応
募

えこりん村　カフェ接客スタッフ募集
恵庭 ア パ カフェ接客スタッフ

期　間▶4月中旬～11月上旬まで
仕　事▶ソフトクリーム・ドリンクの販売
給　与▶ 平日/時給950円 

土日/時給1,000円
時　間▶ 9:00～18:00の間で3～7h 

（時間帯応相談） 
※6h以上の勤務で休憩1h、残業なし

勤　務▶ 週2～5日、1週間毎のシフト制 
（土日のみの勤務も可）

待　遇▶ 無料送迎バス有（JR恵庭駅から）、 
交通費規定支給、車通勤可、食事補助制度有、
制服貸与、労災保険、有給休暇制度有、 
65歳定年制、受動喫煙対策有

資　格▶ 経験者・未経験歓迎、学生歓迎、高校生可

自然に囲まれたカフェで
楽しくお仕事しませんか？

〒061-1421 
恵庭市牧場277-4

担当/藤原
【受付/9～17時】

【スーパー】冷蔵、冷凍でしか扱えない商品。食
料品（豆腐、漬物など要冷蔵のもの）、ドリンク
（牛乳等）、乳製品、パン、和菓子・スイーツ、冷
凍食品、アイス等。

知ってるようで、
 知らない

日配
にっ  ぱ い

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 ※原則更新
仕　事▶ 窓口対応、電球交換、 

建物巡回、清掃等 ※冬期は除雪作業あり
資　格▶ 経験不問
給　与▶ 時給920円
時　間▶ 8:00～15:30（月～金曜）※休憩1h 

8:00～12:00（土曜）
勤　務▶ 月～土曜
休　日▶ 日曜・祝日、年末年始(12/30～1/3)
待　遇▶各社保完備、交通費規定支給、屋内禁煙
勤務先▶ 千歳市里美

北海道東急ビルマネジメント(株)

〒066-0027 千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F
千歳・苫小牧営業所

マンション 
管理人募集!

千歳 パ マンション管理人

5:00～8:00
19:30～23:00（千歳・恵庭送迎有）
19:30～翌4:00（千歳・恵庭・苫小牧送迎、休憩有）

1,050円

1,100円

時 給

時 給

時 

間

時 

間

22：00~翌5：00

22：00~翌5：00

・12日3/ 土11お仕事説明会
参加ください
予約不要

持
ち
物
・黒ボールペン 
・写真付き履歴書

千歳ベースで日中開催の説明会には、 
千歳駅裏（スノーショップ駐車場前）から
の送迎バスをご利用いただけます。
10時開催→9:12発　14時開催→13:12発

各回とも開始時間の5分前
までに会場へお越しください。

千歳ベース

恵庭市民会館

千歳市泉沢1007-206ヤマト運輸株式会社 千歳ベース 0123-48-3812 担当/大沼

学生・主婦(夫)・フリーター大歓迎！
★土日に勤務すると…特別手当500円/日支給
★便利な送迎バスも運行中！ ※エリアはお問い合わせください

パートスタッフ募集！！
応募の方はまずはお電話ください

◆マイクロバス運転手（パート）
期　間▶3ヶ月毎の更新（長期勤務可）
資　格▶ 要大型免許
給　与▶ 時給1,100円　※22時以降深夜割増有
時　間▶ 16:30～23:00、21:00～翌5:00 

※休憩1h、残業なし
勤　務▶ 週5日
待　遇▶  社保完備、施設内禁煙（屋外に喫煙スペース有）

◆宅急便仕分けスタッフ（パート）
期　間▶3ヶ月毎の更新（長期勤務可）
給　与▶ 時給1,150円　※22時以降深夜割増有 

※試用期間3ヶ月/時給1,100円
時　間▶ ①5:00～8:00　②10:00～18:00 

③19:30～23:00　④19:30～翌3:00  
⑤23:00～翌4:00 
※①③休憩なし、②④⑤休憩1h　※残業なし

勤　務▶ 週5日
待　遇▶  社保完備、制服貸与、施設内禁煙（屋外に喫煙スペース有）

◆宅急便仕分けスタッフ（アルバイト）
期　間▶4～5月の2ヶ月間　※単月可
時　間▶ 右記参照　 

※残業0～30分/1日
給　与▶ 右記参照　 

※22時以降深夜割増有
勤　務▶ 週3～5日　※応相談
待　遇▶  ヘルメット・安全靴貸与、送迎バ

ス有、車通勤可（時間外の場合交
通費規定支給有）、施設内禁煙
（屋外に喫煙スペース有）

※今回の募集は、高校生の方は対象外です。
ご了承ください。

ヤマト運輸 スタッフ募集 ! !
❶10:00～  ❷14:00～  ❸19:00～

❶16:00～  ❷18:00～

千歳 ア パ 宅急便等仕分け作業パ 送迎ドライバー

3月･4月の
2ヶ月
3月単月もOK！

・12日3/ 土11

16:00～19:00（千歳市内送迎有）
16:00～23:00（千歳市内送迎、休憩有）
20:00～翌1:00
21:00～翌1:00
21:00～翌4:00（休憩有） 
23:00～翌4:00（千歳・恵庭・苫小牧送迎、休憩有）
23:00～翌8:00（休憩有）

1,313円

1,373円

時給

時給


