
2023年3月17日（金）ちゃんと 12

認知症高齢者の日常生活支援・介護のお仕事です。

未経験者には丁寧に指導しますので
安心して働けます。
ブランクある方も勿論OKです。

資格取得支援制度有!!

◆ケアスタッフ/パート◆ケアスタッフ/契約社員

◆共通項目

グループホーム向陽台 千歳市白樺2丁目1-1  0123-28-5888 担当/水谷
電話連絡を頂いた後、面接日を決定します。

面接時に写真付履歴書・資格証をお持ちください。

給　与▶ 時給988円（処遇支援手当含む） 
+処遇改善手当3ヶ月後から70円/時

時　間▶ 5h～ ※応相談、休憩は勤務時間により有 
※残業/月0～3ｈ

勤　務▶ 週2日～ ※応相談

給　与▶ 日給7,538円（処遇支援手当含む） 
+処遇改善手当3ヶ月後から600円/日 
夜勤手当5,000円/回

時　間▶ 早番7:30～16:00 
日勤9:00～17:30 
遅番10:30～19:00 
夜勤・明/17:00～翌9:30 
（休憩1h、実働7.5h） ※シフト制 ※残業5～10h

勤　務▶4週8休（月21～22日）

期　間▶初回6ヶ月、以後1年更新
資　格▶無資格・未経験者歓迎、要普通免許
待　遇▶ 労災適用、各社保完備（勤務時間による）、交通費規

定支給（契約社員は2km以上/上限12,000円、パー
ト/上限10,000円、夜勤勤務回数により上限有）、車
通勤可（無料駐車場有）、処遇改善手当、処遇支援手
当、資格手当、施設内禁煙（別場所に喫煙室有）経験者大歓迎!

千歳 契 パ ケアスタッフ

夜勤専従も 
ご相談ください!

千歳 契 清掃スタッフ

期　間▶半年毎の更新制
仕　事▶ 【お土産店】レジ、商品の陳列・品出し、発送品の梱包、清掃等 

【飲食店】レジ、簡単な盛りつけ、洗い物、清掃等　 
※お土産店、飲食店の両方の勤務をお願いする場合有

時　間▶ 8:00～19:00の間で実働4h～　 
※シフトにより休憩有、残業月平均0～3h 
　例/8:00～12:00、12:00～16:00等、 
　　 勤務時間応相談

給　与▶一般/時給1,000円～ 　高校生/時給920円～
勤　務▶週3日～　※応相談
待　遇▶交通費規定支給、従業員割引有、残業手当支給、昇給有、店内禁煙
勤務先▶ 島の人 新千歳空港店、島の人 ゲートラウンジ店

札幌市北区北9条西3丁目19-1 ノルテプラザ 5F

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。 011-738-6000
0123-46-2103株式会社レブニーズ 担当/小林又は

札幌
本社

こんな方に
おすすめ

HPは
コチラ

千歳 ア パ 店内業務

人と
話すこと
が好き

食品
が好き

パーラー恵み野

まずはお気軽にお電話ください。 
面接には写真付履歴書をお持ちください。

 0123-36-4114
恵庭市恵み野西1丁目4番
受付/平日9～17時

◆ 駐車場スタッフ/恵庭市
仕　事▶ 駐車場のゴミ拾い・分別等、その他、店内床のモップ

拭き 、北広島店まで配送業務有
給　与▶時給920円 
資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許
時　間▶  7:30～12:00 

※休憩15分、基本残業なし
勤　務▶週3日程度

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

受動喫煙対策なし
勤務先▶ 恵庭市恵み野西1丁目4

仕　事▶ アミューズメント施設内の厨房にて、 
簡単な調理業務

給　与▶時給960円 
資　格▶ 未経験者歓迎
時　間▶ 9:00～15:00の間で3～5h程度 

※休憩15～30分、基本残業なし
勤　務▶週2～4日

◆ 厨房スタッフ/恵庭市

スタッフ募集!駐車場 厨房 時間
応相談

恵庭 パ 清掃、厨房

期　間▶ 令和5年4月1日頃～
11月末頃まで 
※勤務開始日はご相談 
　に応じます。

給　与▶ 時給920円
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤

可（無料駐車場有）、隣接
のスーパー銭湯の入浴
無料、受動喫煙対策有

勤務先▶ ちとせインターゴルフ
クラブ（千歳市真々地3
丁目1-1）

時　間▶ 8:00～12:00、9:00～13:00、 
13:00～17:00 ※状況により残業の場合有

休　日▶ 週3日

❶フロント（アルバイト）

時　間▶ 11:00～15:00 ※状況により残業の場合有
休　日▶ 週3～4日

❷レストラン接客スタッフ（アルバイト）

❸コース管理(期間社員)★社保完備

❶❷❸共通項目

電話またはホームページからご応募ください！担当/吉田https://www.e-fujiya.com
0123-23-0893山三ふじやグループ　千歳市末広1丁目4-8

千歳

時　間▶ 5:30～14:00、6:00～14:30 
7:00～15:30、8:00～16:30 
※状況により残業の場合有

休　日▶ 月10日

ア フロント、接客期 コース管理
市街地から近くて通勤しやすい！CHITOSE INTER GOLF CLUB

ちとせインターゴルフクラブ

月20日
程度の
勤務

早朝
・深夜
手当有

株式会社 ニッコクトラスト担当/大瀬
受付/平日
8:30~17:30

時　間▶  ⓐ5:30～9:30　 
ⓑ17:30～21:30

給　与▶ 時給1,600円 
※早朝・深夜手当別途支給

期　間▶半年毎の更新制　　勤　務▶ 月20日程度
時　間▶基本残業なし。状況により残業をお願いする場合有（可能な方のみ）
待　遇▶制服貸与、車通勤可、交通費全額支給、敷地内禁煙　　
勤務先▶恵庭市黄金中央5丁目(JR「恵庭」駅徒歩8分)

時　間▶  ⓐ5:30～9:30　 
ⓑ17:30～21:30 

給　与▶ 時給1,400円 
※早朝・深夜手当別途支給

時　間▶ ⓐ6:30～9:30　 
ⓑ18:30～21:30　

給　与▶時給1,000円

札幌市北区北7条西2丁目 37山京ビル205号
応
募 011-737-7510

070-1238-0420

4/1から勤務開始!パートさん募集!
調理師 調理員 調理補助

共通
項目

恵庭 ア パ 調理師、調理補助

土日は
出勤時間が
1時間程度
早くなります

40名の
学生さん、
同じメンバー
です

車通勤
OK

部活で頑張る40名の学生さんへ、お食事提供のお仕事!

ⓐⓑの時間帯
選べます! 
両方勤務も
OK

勤務開始日 
相談に応じ 
ます！

勤務先▶恵庭市
 期　間▶ 3ヶ月～長期
仕　事▶ ①冷凍コロッケの加工、梱包作業 

②冷凍パスタのライン作業
給　与▶ 時給1,050円～
時　間▶ ①6:30～15:30、13:00～22:00、 

　17:00～23:30 
※選択可　※休憩1h、残業0～1h/日 
②12:00～21:00　※休憩1h、残業0～1h/日

休　日▶ 土、日、祝日 （企業カレンダー有）、 
GW・夏季・年末年始

加
工・梱
包

ラ
イ
ン
作
業

まずは登録！
詳しくはWebでチェック!▷まずはお電話ください！ 0120-116-377

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 苫小牧市旭町3丁目7-6 
グランドール旭町1F

勤務先▶ 苫小牧市
期　間▶ 4月15日～11月5日
仕　事▶ ソフトクリームなどの軽食販売、カフェ・レストランスタッフ、園内受付案内
給　与▶ 時給1,250円～
時　間▶ 9:00～17:00　※休憩1h、残業なし
休　日▶ 週休二日、シフト制

勤務先▶新千歳空港
期　間▶3ヶ月～長期
仕　事▶温泉施設内レストランホール
給　与▶時給1,100円～
時　間▶ 9:00～17:30、11:30～20:00 

※休憩1h、残業なし
休　日▶週休二日、シフト制

【共通項目】
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、交通費規定支給（上限

有）、週払い可（規定有）、退職金有、受動喫煙
対策有

人気のテーマパークで働こう！軽
食
販
売・園
内
受
付

レ
ス
ト
ラ
ン
ス
タ
ッ
フ

ホ
ー
ル

勤務先▶千歳市
期　間▶3ヶ月～長期
仕　事▶弁当類販売及び調理補助
給　与▶時給1,200円～
時　間▶ 7:00～20:50の間で実働8h 

※休憩1h、残業なし
休　日▶週休二日、シフト制

販
売

調
理
補
助

千歳・恵庭・他 派 加工・梱包、ライン作業、ホール、販売・調理補助、レストランスタッフ・受付案内

お仕事
イロイロ！

千歳

時　間▶14:30～17:00 ※実働2.5h
勤　務▶月・火

②清掃/パート/チザキ機工（千歳市北信濃）

時　間▶7:00～11:00 ※実働4h
休　日▶土・日・祝

①清掃/パート/日本血液製剤機構（千歳市泉沢）

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 日常清掃（床・トイレ等）
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給920円
待　遇▶ 賞与有、制服貸与、交通費規定支給

《①②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

090-9753-1547土日

パ 清掃
③清掃/パート/千歳科学技術大学（千歳市美々）

期　間▶長期
仕　事▶日常清掃（床、トイレ等）
給　与▶時給950円
時　間▶ 7:00～10:30 

※実働3.5h
休　日▶ 土・日・祝他 

※学校スケジュールによる
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、 

車通勤可能な方

まずは、お気軽にお電話ください。

札幌市中央区南一条西1-13-1 マナー白鳥504
シダックス大新東ヒューマンサービス㈱

担当/清水011-242-1668

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶ 子どもたちに学びや体験・異年齢や世代間の交流

活動などの実施を通して、子どもたちの心身の健
全な成長を促します。

給　与▶月給130,000円
資　格▶ 【以下の資格保持者優遇】保育士、幼稚園教諭、教員

免許（小・中・高）または児童館勤務経験者
時　間▶12:50～18:05　※休憩なし、残業なし
休　日▶シフト制　※応相談　※週5日程度の勤務
待　遇▶ 各種社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

有給休暇、施設内禁煙
勤務先▶恵庭市生涯学習施設 かしわのもり

期　間▶6ヶ月毎の更新
仕　事▶ 児童の育成支援、外・内遊び、集団遊び、学習などを

通して子どもたちに色々な経験をさせてあげるお
仕事です。

給　与▶時給1,050円
資　格▶保育士、幼稚園教諭または放課後児童支援員
時　間▶ ①放課後～18:40　②7:55～12:55 

③12:55～18:40 
※休憩なし、残業なし

休　日▶日曜日、祝日、年末年始　※週3日程度の勤務
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可、有給休暇、施設内禁煙
勤務先▶恵庭市黄金ふれあいセンター

～恵庭市 子どもひろば 常勤職員募集☆～ ～恵庭市 学童クラブ支援員（補助員）募集☆～

かしわのもり・黄金ふれあいセンタースタッフ募集!!
恵庭 契 常勤職員ア パ 学童クラブ支援員


