
2023年3月24日（金）ちゃんと 16

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】

看護師募集

まずはお電話の上、写真付履歴書をご郵送ください。

（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、看護業務経験3年以上、 

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▶ 初任給/月22～25万円  

※資格、経験により、後日増額見直し有
時　間▶ 月・火・水・金/9:00～18:30 ※休憩1.5h 

木・土/9:00～13:00 ※休憩なし 
※残業月0.5h程度

休　日▶日曜・祝日、他、月1土曜休、GW・お盆・年末年始
待　遇▶ 各社保完備、昇給実績有、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
★就業勤務開始日など、ご相談ください。

受付 
9～18時 0123-40-0350

千歳 正 看護師

勤務開始日、ご相談ご要望
お問い合わせください！

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

千歳・その他

期　間▶長期
仕　事▶客室清掃
資　格▶土日・祝日勤務可能な方（出来る限り）
時　間▶ 7:00～18:00（2h～OK）　※残業なし
給　与▶ 平日/時給1,000円 

※7:00～9:00は時給1,200円 
土日祝/時給1,100円 

※7:00～9:00は時給1,300円
勤　務▶ 土日どちらかまたは両方を含む週2日～
待　遇▶ 交通費全額支給、制服貸与、 

有給休暇、受動喫煙対策有
勤務先▶ ①Fヴィレッジタワー11　 

②ANAクラウンプラザホテル　 
③Minn千歳（旧Adamas千歳）　 
※①～③シフト

応　募▶ まずはお気軽にお電話ください。

札幌市東区 
北41条東5-2-14

（受付/10～14時）
（採用担当） 090-3130-7243 

ホクトサービス㍿

年齢・性別不問交通費全額支給

土日祝/時給1,100～1,300円
平日/時給1,000～1,200円

ア パ 客室清掃スタッフ

★扶養内勤務可     ★土日のみもOK
★マイカー通勤OK ★学生OK（高校生も可）

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）  
※休憩1h、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 

※休憩1h、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）

薬剤師助手 パート

仕　事▶ 薬剤師の補助業務
資　格▶  高卒以上
給　与▶ 時給920円
時　間▶ 月・火・木・金/8:45～17:30 

水・土/8:45～12:45 
※休憩1h、残業なし

休　日▶日・祝

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 
※休憩1h、残業なし

休　日▶シフト制（4週8休+祝日）

千歳 準 通所リハビリアシスタント、看護師パ 薬剤師助手

４職種でスタッフ募集！

期　間▶2ヶ月毎の更新制　※原則更新
仕　事▶ ベッドメイク、床・トイレ・浴室の清掃、アメニティ・ 

水などの補充 
※一人で一部屋を担当（充実した研修有）

資　格▶ 学生・シニア応募可、未経験者歓迎、WワークOK
給　与▶時給1,000円
時　間▶ 9:30～14:45　 

※休憩15分、当日の清掃数により終了時間の変動有
休　日▶週2～4日　※応相談
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可、無料駐車場有
勤務先▶千歳市

千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD.1F
株式
会社ノースウエーブ・ジョブ

千歳 ア パ 客室清掃

4月からスタート！
みんな一緒のスタートです

◆ ホテル客室清掃

親切丁寧な事前研修有！
習熟するまでは社員が
ついて仕上がりを確認。
いつでも質問OK！

お休み希望100%！ WワークOK！ 扶養内勤務可

まずはお電話ください。応募後は弊社事務所にて対面面接
または、web面接を随時行います。弊社事務所にてお仕事
説明も随時実施しています。（事前予約必要）

0120-172-642

＼仕事探すなら／

アルバイト体験記 千歳市/漫画大好き人間

　19歳の頃、社会勉強のために、清掃員として働く母の紹介でスーパー
の品出しの仕事を始めました。品出しと言っても、商品のダンボールを開け
て商品棚に並べる作業の他に、お客様に欲しい商品の場所を聞かれることも
あり、当初の私は人見知りが激しく笑顔も苦手でしたので、いつも緊張して
仕事をしていました。そんな中、お客様の要望に応えた後の、ありがとうと
伝えてくれる嬉しそうな笑顔を見る度に、暖かい気持ちになりやりがいを感
じました。
それからは、ただ決められた仕事をこなすだけでなく、目の前に人がいな

くても ｢いらっしゃいませ｣ と店内に伝わるような声を出し、お客様から正
社員の方まで、積極的に関わることで自分を変えることを心掛けました。そ
うすることで、働いている中で様々なトラブルもありまし
たが、上手く対応出来るようになり、次第に仕事に自信が
ついて、人見知りもちょっぴり克服できました。
商品を売り場に出すのみの単純な作業の中でも、自身を

成長させられた貴重な経験が出来たと思います。

子ども達が元気に楽しく遊べるお手伝いをするお仕事です。

2つのオシゴトで、スタッフ追加募集！

株式会社アメック
恵庭営業所

〒061-1374 恵庭市恵み野北3丁目1-1
恵庭リサーチ・ビジネスパーク E-204

■トータルビルメンテナンス運営管理まずはお気軽にお電話ください。
011-205-1471 採用担当者

勤務先▶ えにわファミリーガーデン「りりあ」 
（恵庭市南島松828番地）

仕　事▶ 子どもたちへの声かけ、見守り等、入退場
受付、利用方法の説明、遊具の清掃・消毒

勤　務▶ 土日祝を含む週4～5日（シフト制）
休　日▶ 週休2日（シフト制）

勤務先▶ 花の拠点 はなふる センターハウス 
（恵庭市南島松828番地）

仕　事▶ 受付業務全般
資　格▶  基本的なPC操作が可能な方
勤　務▶ 土日祝を含む週３～4日（シフト制）

期　間▶ 1年毎の更新　※原則更新　　給　与▶時給930円
時　間▶9:00～17:00（実働7h）　※休憩1h、残業なし
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可（当社規定による）、 

制服貸与、施設内禁煙

共通項目

子ども好きな方、
大歓迎です！

フルタイムパート

施設
運営スタッフ

❷えにわファミリーガーデン「りりあ」
座ってできる仕事が中心♪

フルタイムパート

総合案内
受付スタッフ

❶はなふる センターハウス

男女ともに
活躍できます♪

恵庭 パ 受付スタッフ、施設運営スタッフ

《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 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、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
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

時給1,100円!!
清掃員募集残り2名!!

高時給!!

千歳 正 フロントア 清掃


