
2023年3月24日（金） ちゃんと15

WワークOK
【正職員】介護スタッフ

【パート】介護スタッフ(常勤)

【パート】夜勤専属スタッフ

共通項目

【正職員/パート】看護師

小規模多機能型
事業所

いこい

憩の郷
さと

認知症対応型
共同生活介護事業

グループホーム

笑顔の郷 26-5300 〒066-0073
千歳市北斗4丁目5番6号

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちいただくかご郵送ください。

期　間▶雇用期間の定めなし
待　遇▶ 社会保険、昇給有（年1回）、賞与有（年2回）、

雇用保険、交通費規定支給

資　格▶ 無資格OK、ブランクがある方も歓迎、土日勤
務できる方歓迎、介護職員のみ介護職員初任
者研修修了（旧ヘルパー2級）あれば尚可

時　間▶ 16:30～翌9:30 
※休憩3h、残業なし

勤　務▶週2日 ※応相談
給　与▶ 夜勤1回16,500円（夜勤手当含む）

資　格▶ 無資格OK、ブランクがある方も歓迎、土日勤
務できる方歓迎、介護職員のみ介護職員初任
者研修修了（旧ヘルパー2級）あれば尚可

時　間▶ 9:00～19:00の間で8h 
※休憩1h、残業なし

勤　務▶ 週3～5日
給　与▶ 時給920円～ ※試用期間3ヶ月/時給920円 

※資格手当・夜勤手当別途支給

資　格▶介護福祉士
時　間▶ ①7:00～19:00の間で8h 

　※休憩1h、残業なし 
②16:30～翌9:30（夜勤） 
　※休憩3h、残業なし

勤　務▶ シフト制
給　与▶ 月186,000円～（資格手当･夜勤4回分含む） 

※試用期間3ヶ月有/月163,000円

資　格▶ 正看護師又は准看護師免許
給　与▶ 【正】正看護師/月210,000円(資格手当含む) 

准看護師/月190,000円(資格手当含む) 
【パ】正看護師/時給1,200円(資格手当含む) 

准看護師/時給1,000円(資格手当含む)
時　間▶ 【正】9:00～18:00 ※休憩1h、残業ほぼなし 

【パ】応相談
勤　務▶【正】週5日 【パ】週2日～ ※応相談

あなたの優しさ
お待ちして 
おります。

憩の郷
笑顔の郷
千歳 正 パ 看護師・准看護師、介護スタッフパ 夜勤専属スタッフ

明るい笑顔の 
スタッフ募集!!

パセオすみよし店

レジスタッフ若干名募集!!

レジアルバイト・パート

期　間▶3ヶ月更新
時　間▶ 17:00～21:00(実働4h)
給　与▶ 一般/時給945円  

※試採用期間3ヶ月/時給920円～ 
★日曜・祝日は時給+30円 
学生/時給920円

勤　務▶週5日 
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

有給休暇、共済会、施設内禁煙

千歳市住吉4丁目14-11

パセオ
すみよし店

42-5511
電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

担当/平川

学生さん大歓迎!

千歳 ア パ レジ

期　間▶ 雇用期間の定めなし 
※定年は満60歳の誕生日(再雇用制度有)

仕　事▶ 吹付塗装・半自動溶接
資　格▶ 塗装もしくは溶接の経験者
給　与▶ 基本月給288,000円 ※別途残業手当有 

月収例/①定時 時給1,800円×8h×20日勤務 
　　　 ②残業 時給2,250円×30h 
　　　 ①+②＝355,500円

時　間▶ 8:00～17:00（実働8h） 
※休憩1h、残業30h程度/月

期　間▶ 即日～3ヶ月毎の更新
仕　事▶ 設備保全（電気・機械・工具などの修理・メンテナンス）
資　格▶ 設備保全経験者
給　与▶ 時給1,625円(1日/13,000円）　 

※月収例/①時給1,625円×8h×20日=260,000円 
　　　　 ②残業2,031.25円×30h=60,938円 
　　　　 ①+②＝320,938円

時　間▶ 8:00～17:00（実働8h）　※休憩1h 
※残業月平均30h程度(月2回の休日出勤含む)

休　日▶  土、日、祝日（振替の場合有）、GW、お盆（8/11～8/16）6日
間、年末年始（12/29～1/8）11日間

待　遇▶ 各社保完備、車通勤可、交通費規定支給、制服貸与、食堂・休憩
室利用可、有給休暇付与、受動喫煙対策有

勤務先▶ 千歳市上長都第3工業団地　(株)IHIアグリテック構内

期　間▶ 即日～3ヶ月毎の更新
仕　事▶ 農業機械部品加工・生産
資　格▶ 工場経験者
給　与▶ 時給1,365円(1日/10,920円） 

※月収例/時給1,365円×8h×20日=218,400円
時　間▶ 8:00～17:00（実働8h）　※休憩1h、残業多少有

千歳 正 塗装職、溶接職派 フォークリフト、設備保全、組立職、機械職、プレス職

千歳市上長都1061番地2㈱IHIアグリテック構内

三好梱包商事㈲派遣事業部

まずは工場見学 
してみませんか？
お電話のうえ、面接時に写真付履歴書を

お持ちください。

一般労働者派遣事業(派01-301226) （札幌本社） 011-787-3443

受付/(平日) 
9:00～17:000123-22-4368

 miyoshi-konpou-3443@m7.dion.ne.jp

長期で働ける方歓迎！経験者大募集!! 共通項目

塗装職、溶接職 正社員

構内フォークリフト運転 派遣社員 組立職、機械職、プレス職 派遣社員

設備保全業務 派遣社員

期　間▶即日～3ヶ月毎の更新
仕　事▶ 農業機械製品の移動
資　格▶ フォークリフト運転技能講習終了者

及び経験者
給　与▶ 時給1,450円（1日/11,600円）
時　間▶ 8:00～17:00（実働8h） 

※休憩1h、残業多少有

株式会社
フロンティアエージェンシー

期　間▶ 3月末～6月上旬頃まで 
※長期も可

仕　事▶文字、数字等の校正
時　間▶ ①10:00～17:00　 

②10:00～18:00 
※①②選択可　※残業なし

給　与▶時給1,200円以上～
勤　務▶週3日以上
休　日▶土日祝
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可、屋内分煙

校正
スタッフ募集

千歳市信濃3丁目32-7 フロンティアビル内

◆  総合印刷、総合広告代理業

まずはお気軽にお電話ください。面接日時を調整のうえ、 
面接時に写真付き履歴書をお持ちになって、ご来社ください。

http://print-ad.com/HPはコチラ▶
0123-26-5191担当/仲村

千歳 ア パ 校正

未経験者歓迎！
短期・長期選べます 有名コンビニスイーツ製造

未経験者も大歓迎!
★男女ともに活躍中♪ ★未経験者歓迎！

恵庭 正 製造全般

㈱デザートランド北海道工場
恵庭市戸磯201-20

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡
「Ｑ人ナビを見た」とお伝えください！お気軽にお電話を！随時受付♪

応 募 0123-34-0800

正社員募集！
◆洋生菓子の製造全般 
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 製造全般、その他商品の仕分け、出荷作業、製造準備等も有
時　間▶ 基本9:00～18:00(変動有) ※早出、遅出有 

※休憩は1h 残業は月/5～10h
給　与▶ 高校新卒/月給171,730円 

大学新卒、又は25歳以上/月給201,170円 
※残業手当、深夜割増手当（経験・能力等を考慮）別途支給 
※委細面談

休　日▶ 年間120日、月9～10日 ※月の勤務日数による
資　格▶ 未経者験歓迎
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、昇給年1回、有給休暇制度、 

産後休暇、育児休暇、制服貸与、車通勤可、交通費規定支給、 
賞与年2回、退職金制度（勤続5年以上が対象）

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

コース管理スタッフ
  増員決定!

るるまっぷパークゴルフコース
〒061-1356　恵庭市西島松275

【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▶ パークゴルフコースの芝生の整備等
資　格▶ 経験者優遇、自力通勤可能な方
給　与▶ 月200,000円
時　間▶ 8:00～17:00　※実働8h 

※休憩1h、状況により 
　早出・残業の場合有

休　日▶ 日曜、他シフト制（隔週で週休2日）
待　遇▶ 雇用・労災保険、受動喫煙対策有

恵庭 契 コース管理

090-6268-9628

急募急募

〒066-0077 千歳市上長都961-1

担当/中島0123-40-2929
お気軽にお問い合わせください。面接時は履歴書不要です。

ホールスタッフ募集!

期　間▶半年毎の更新制　※原則更新
仕　事▶案内・下げ善等の、簡単な業務
時　間▶ ①17:00～22:00 

②18:00～22:00 
③19:00～22:00  
※応相談、残業なし

給　与▶ 時給925円～ ※昇給制度有
勤　務▶ 週1～5日位 ※応相談
待　遇▶ 交通費規定支給､制服貸与､ 

雇用保険、施設内禁煙

 
OK

千歳 ア パ ホール

千歳

担当/納谷
受付/9:30～18:000123-24-0055 千歳市柏台

1390-218番地ウィングサービス

仕　事▶ 乗客の乗り降りの人数確認、 
その他誘導にて乗客の安全を見守る

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給950円～

期　間▶ 即日～翌3月　※更新の可能性有
時　間▶ 登校時/6:30～9:00　下校時/13:00～19:50 

※ 小・中学校の登下校による　※途中休憩有、登校時1回、下校時4回程度
勤　務▶年間222日運行
休　日▶土日祝、他学校休日に準ずる
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、有給休暇有
勤務先▶千歳市内

仕　事▶スクールバス運転手（マイクロバス使用)
資　格▶大型二種免許、経験者優遇
給　与▶時給1,100円　※試用期間/時給950円

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

子どもたちを安全に送り届けるお仕事です!!
◆スクールバス運転手 ◆安全誘導員

期 スクールバス運転手、安全誘導

他にもございます、ご相談ください。

仕　事▶校内の日常清掃
資　格▶ 車通勤可能な方 ※無料駐車場有 
時　間▶ 7:30～11:00 ※残業なし
給　与▶時給950円～　　勤　務▶ 月～金
休　日▶土日祝、季節休校に合わせてお休み有
勤務先▶ 公立千歳科学技術大学（千歳市美々758-65）

仕　事▶ 新千歳空港国際線ターミナルビル内共用部の 
日常清掃

資　格▶学歴・年齢不問
時　間▶ 契/8:00～17:00、12:30～21:00　 

※休憩1h ※残業なし 
パ/8:00～21:00の間で要相談

給　与▶ 契/月157,500～168,000円 
パ/時給1,100円

休　日▶ 契/月9～10日　シフト制　パ/週1～5日勤務
勤務先▶ 新千歳空港国際線ターミナルビル

仕　事▶ 新千歳空港隣接の貨物ターミナル内の清掃全般、従
業員の送迎業務(社用車使用）

資　格▶64歳以下（定年雇い止めの為）、学歴・資格不問
時　間▶ 7:00～16:00　※休憩105分　※残業なし 

※パート応相談
給　与▶ 請/基本給月137,580円～+業務手当/月12,000円 

 +調整手当/月13,000円 
パ/時給1,000円

休　日▶請/4週7休　パ/週1～5日勤務
勤務先▶ 新千歳空港貨物ターミナルビル

仕　事▶ 見積書・報告書の作成（PC使用）、設備の巡回点
検や修繕工事立ち合い、簡易的な修繕対応、施
設内の巡回

資　格▶経験・資格不問、経験あれば尚可
時　間▶ 8:00～17:00、11:30～20:30 

※シフト制(実働8h)
給　与▶時給1,000円～
勤　務▶月10日前後
勤務先▶ 千歳ステーションプラザ(千歳市千代田町7丁目)

まずはお電話ください! 面接は勤務先で行います。

011-271-1749【札幌事業部】担当/佐藤千歳市柏台南1丁目3番1（千歳アルカディア・プラザ3F）

千 歳 営 業 所

 ① 清掃スタッフ （パート）

 ③ 清掃スタッフ （契約・パート）

 ④ 清掃スタッフ （請負・パート）

 ② 複合商業施設の管理 （パート）

■許可番号 派01-300570

千歳 契 パ 他 清掃パ 複合商業施設の管理

賞与有

賞与有

交通費 
全額支給

期　間▶ ①②④雇用期間の定めなし　③1年毎の更新制
待　遇▶ 各社保完備（勤務による）、交通費支給（④は運

転手当1,200円/日）、制服貸与、試用期間2ヶ
月、受動喫煙対策有

共
通
項
目

清掃・施設管理
スタッフ募集！


