
2023年3月31日（金）ちゃんと 14

■清掃/千歳乃湯えん

0123-24-0800
日本管財サービス株式会社
〒066-0015　千歳市青葉8丁目3番1号

担当/高倉

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶ 男女脱衣所、浴槽内の巡回・清掃
資　格▶未経験者・シニアの方も歓迎
給　与▶ ⓐ時給980円（GWと年末年始は割増有） 

ⓑ時給950円(18時以降、時給+30円) 
※試用期間1ヶ月/時給920円

時　間▶ ⓐ5:30～9:00 
　※実働3.5h、休憩なし、時々0.5h延長有 
ⓑ 13:30～21:50の間で3～4.5h ※休憩なし

勤　務▶年中無休/シフト制（日数は要相談）
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、車通勤可、 

受動喫煙対策有、制服貸与
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください。

千歳 パ 清掃

性別
不問

0123-34-0740応 募

共
通 
項
目

期　間▶1年毎の更新
待　遇▶ 社保完備（勤務時間による）、賞与年2回、制

服貸与、交通費規定支給、車通勤可、有給休
暇有、職場内禁煙

株式会社道央環境センター 恵庭市本町27番地

給　与▶ 時給940円～
時　間▶ 9:30～15:00の間で3～5h
勤　務▶週3～5日 ※シフトによる
勤務先▶恵庭市黄金中央2丁目（恵庭駅より徒歩1分）

恵庭 パ 清掃、調理補助

給　与▶ 時給960円～
時　間▶ ①10:00～15:00 

②10:00～19:00 ※休憩1h
勤　務▶シフト制、週3日～もOK
勤務先▶恵庭市黄金中央2丁目（恵庭駅より徒歩1分）

給　与▶ ①時給930円～ ②③時給960円～
時　間▶ ①8:00～12:00 

　（8:00～18:00のフルタイムも可） 
②③18:00～22:00

勤　務▶ 週3日～OK（シフト制）
休　日▶ ①日祝、シフト指定日 

②③土日祝、シフト指定日 
勤務先▶恵庭市黄金中央2丁目（恵庭駅より徒歩1分）

我汝会えにわ病院 清掃/パート

我汝会えにわ病院 厨房調理補助/パート

えにわステーションホテル 客室清掃/パート

賞与年 
2回!

扶養内勤務も
フルタイムも

働き方を 
選べます!①昼清掃 ②夜清掃 ③手術室清掃

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。

仕　事▶ 製造業の生産管理部門での事務。 
※入力作業や事務など簡単な業務から 
　始めていただきます。 
　丁寧に指導しますのでご安心ください！

給　与▶ 時給940円
時　間▶ 8:30～17:30(実働8h)　※時間応相談 

※休憩1h、状況により残業の場合有
休　日▶ 土、日（会社カレンダーによる。　※年間休日124日） 

※年数回祝日出勤日有
勤　務▶ 週5日
資　格▶ 高卒以上、Excel・PowerPoint・word等の基本

操作が出来る方
期　間▶ 原則1年毎の更新
待　遇▶ 各社保完備、賞与有、交通費規定支給、制服貸

与、車通勤可（駐車場有）、敷地内禁煙

㈱京都セミコンダクター 恵庭事業所
〒061-1405　恵庭市戸磯385-31担当/阿部・金子34-3111

事務スタッフ募集!
事務経験のある方歓迎！

土日休み★

恵庭 パ 事務スタッフ

栄養士・給食配膳代務員 募集！
千歳市学校給食センター 千歳市流通3丁目1-11勤務先

仕　事▶ 給食調理全般、衛生管理、調理員への衛生教
育、衛生帳票管理、報告書等の作成

資　格▶  管理栄養士、栄養士
給　与▶ 月給180,000円～
時　間▶ 7:30～16:30（実働8h、休憩1h） 

※ 状況によっては延長の可能性有
勤　務▶週5日　　休　日▶ 土・日・祝
期　間▶1年毎の更新
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、駐車場有、 

敷地内禁煙、制服貸与

仕　事▶ 担当場所での給食配膳・食器回収、 
配膳室内の清掃

資　格▶ 学歴・資格・年齢不問、経験者優遇
給　与▶ 時給920円
時　間▶ 9:00～14:00（実働4.5h、休憩0.5h）
休　日▶ 土・日・祝
期　間▶1年毎の更新
待　遇▶ 交通費規定支給、昇給有、有給休暇、 

駐車場有、敷地内禁煙、制服貸与

千歳

履歴書( 写真貼付 )を郵送ください。追って面接日をお知らせします。シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社
千歳営業所 〒066-0028 千歳市花園5丁目7-3-103

◆栄養士 ◆給食配膳代務員

［担当］荒川070-4510-0065

契 栄養士ア パ 給食配膳代務員

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

(千歳第一ホテルに繋がります)
 0123-27-2000

期　間▶雇用期間の定めなし
勤　務▶週2～5日 ※応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、 

受動喫煙対策有

共
通
項
目

仕　事▶チェックイン、館内巡回等
資　格▶未経験者歓迎、ブランクOK
時　間▶ ①22:00～翌8:00の間で実働8h ※休憩2h、残業なし 

②17:00～22:00（実働5h） ※休憩、残業なし
給　与▶①時給1,200円 ②時給1,000円
勤務先▶ 千歳第一ホテル、クイーンズホテル千歳

仕　事▶ ベッドメイキング
時　間▶ 9:30～15:30  

※実働5.25h ※残業なし
給　与▶ 時給920円～ ※土日祝手当500円/1日
勤務先▶ 千歳第一ホテル

クイーンズホテル千歳 千歳市幸町５丁目6-1
千歳第一ホテル 千歳市幸町4丁目25-1

仕　事▶どさんこキッチンゴリラでの居酒屋ホール業務
資　格▶学生・フリーター、ダブルワーク歓迎
時　間▶ 17:00～24:00の間で実働4～6h  

※応相談、残業なし
給　与▶ 時給950円～ ※22:00以降深夜割増有 

★経験者優遇
勤務先▶ クイーンズホテル千歳内

千歳 ア パ ベッドメイク、ホール、朝食スタッフ、ナイトフロント

千歳 ア パ ビール工場の試飲スタッフ

期　間▶ 長期（3ヶ月更新）
仕　事▶ ①ベッドメイク ②夜勤フロント
時　間▶ ①9:00～15:00、19:00～翌1:00 

②19:00～翌9:00 
※休憩1h、残業なし

給　与▶ ①時給1,000円、22:00以降、時給1,250円 
②日給15,350円 ※昇給有

勤　務▶ ①週2日程度※土日祝のみの方歓迎 
②週1～2日程度 ※Wワークの方歓迎

待　遇▶ 労災保険、昇給有、試用期間3ヶ月、受動喫煙対策
有（喫煙スペース有）

スタッフ募集!!

千歳市青葉5丁目6-10　http://www.hotal-web.com

電話の上､写真付履歴書をお持ちください｡ 担当/國田

ホ テ ル 　 　 　 　 　 ホ タ ル 全室Wi-Fi
完備

0123-40-2077 090-2511-4127

千歳 パ ベッドメイク、夜勤フロント

働く職員も幸せ。うわさ話、かげぐち禁止の 
職場を目指しています。

埼玉県さいたま市大宮区仲町1-54-3ビジョナリーⅢ7階
0120-63-4165
《月～金/9～17時》

仕　事▶ グループホームでの介護業務、他
資　格▶ 正社員は経験者優遇、パート介護職は未経験者歓迎
時　間▶ ①7:15～16:15　②9:00～18:00　 

③10:00～19:00　④16:00～翌9:00
待　遇▶ 交通費全額支給、昇給年1回、賞与年2回、退職金

制度有、有給休暇取得促進制度有、食事補助制度
有、永年勤続表彰（5年経過表彰金+5日間連続休
暇）、資格取得サポート制度有、特定処遇改善加
算、受動喫煙対策有、【正社員】各社保完備

勤務先▶ けあビジョンホーム千歳/ 
千歳市里美1丁目1-20　 
★6/1オープン予定

共通項目

お電話のうえ、面接時に写真付き履歴書をお持ちください。

けあビジョンホーム恵庭島松でも募集中！

期　間▶1年毎の更新制
給　与▶ 介護職/時給1,000円～ 

　　　 +夜勤手当6,000円/回 
介護職（介護福祉士）/時給1,050円～ 
看護師/時給1,500円～ 
夜勤/21,000円/回

勤　務▶ 週2日～　※応相談

期　間▶ 雇用期間の定めなし
給　与▶ 責任者候補/月290,000～380,000円 

正社員（介護職・介護支援専門員・看護師）/ 
月210,000～311,000円 
※固定夜勤手当5回/3万円含む 
　（超過分は別途支給）

勤　務▶週5日　※年間休日110日

◆ アルバイト・パート

◆ 正職員

お仕事説明会開催!

場 

所

日 

時
①9:00～　②13:00～
日程は4日すべて以下の時間から

※面接を希望される方は履歴書をお持ちください。
北ガス文化ホール

4/5水6木12水 木13

けあビジョンホーム千歳が
OPENします！

オープニング 
スタッフ 
募集!

介護事業部株式会社ビジュアルビジョン

千歳 正 ア パ 介護

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～

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。

未来の為、子供達を皆さんで一緒に守りましょう！

元気な50・60代 
まだまだ活躍中!!

◆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。

期　間▶ 即日～翌3月　※更新の可能性有
時　間▶ ①登校時/6:30～9:00 ②下校時/13:00～19:50 

※小・中学校の登下校による、①②選択可能 
※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　　勤務先▶千歳市内
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

共

通

項

目

【共通項目】
期　間▶雇用期間の定めなし 
資　格▶ 未経験者歓迎、 

キッチンは高校生可
時　間▶ 9:00～21:00の間で実働4h～ 

※シフト制、応相談　※残業なし
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、受動喫煙対策有
勤務先▶ 銀のさら千歳恵庭店 

千歳市新富3丁目3-27(4/6オープン）

オープニング 
スタッフ大募集!! 
主婦（夫）・学生さん 

大歓迎!!

千歳市新富3丁目3-27

まずはお気軽にお電話ください。
面接は現地にて行います。

0123-29-6392
銀のさら 千歳恵庭店

担当/本田

千歳 ア パ デリバリー、キッチン

仕　事▶ シャリや寿司ネタの 
仕込み、寿司作り、盛付等

給　与▶ 時給950円 
※ オープンから１ヶ月は 
時給1,000円

仕　事▶お寿司の配達
資　格▶要普通自動車免許(AT限定可)
給　与▶ 時給1,050円 

※ オープンから１ヶ月は 
時給1,100円

キッチン◆◆◆◆

デリバリー◆◆◆◆

4/6 千歳市新富にいよいよOPEN！
開店から1ヶ月はオープン時給!!

～1,100円
1,000時給

新しいお店を一緒に 
盛り上げてくれる 
仲間を大募集！ 

一緒に頑張りましょう！


