
2016年3月19日　土曜日  ＜18＞

ギフト品販売・陳列
時間／10：00～19：00の間で応相談
時給／710円～
応募／お電話後、履歴書をご持参下さい
※月15日程の勤務。まずはお電話を！

サラダ館 光の森合志店
合志市幾久富1758-287

☎096-248-8400

パ 土曜のみ、販売と清掃
時間／土曜日　13:00～17:00
時給／800円　応募／電話後、履歴書
をご持参下さい。お肉の販売と店内清
掃です。お気軽にお電話下さい。

有限会社 肉の大栄
中央区新町3-9-17

☎096-353-4941 担当：高田
受付／9:00～18:30

パ

オープニングスタッフ大募集！
正／①②④月給15万5000円～22万
5000円　③月給15万5000円～20万
5000円　⑤月給14万5000円～20万円
他、夜勤・宿直・通勤手当等別途
社保完備、昇給・賞与、退職金制度有
時／8時間勤務
（1カ月変形、交代制、夜勤有）
休／4週8休（年間111日）

平成28年6月1日オープン予定
①ケアマネ ②看護師 ③介護職
④理学療法士 ⑤調理師

特別養護老人ホーム「喜寿園」
グループホーム「光喜園」
菊池郡大津町大字室1707

開設準備室☎096-294-6555 担当：緒方・森

正社員

看護師・准看護師・看護助手
ブランクがある方
未経験の方でも大歓迎！！
丁寧な指導をいたします。

南区出仲間5-2-2

☎096-378-2222 担当：堀田

①看護師（常勤）月固27万円～36万円
②看護師（夜勤専従）月固33万円
③准看護師（常勤）月固22万2000円～29万円
④准看護師（夜勤専従）月固29万円
⑤看護助手（常勤）月固15万9000円～　
　　　　　　　　　　17万1000円
⑥看護助手（夜勤専従）月固18万円
時間／①③⑤8:30～17:30、
　　　夜勤/16:00～翌9:00
　　　②④⑥16:00～翌9:00（月10回）
休日／当院規定による
待遇／交通費支給、年昇給1回、賞与2
　　　回、長期休暇有、各種保険完備、
　　　他諸手当有
応募／随時、電話後履歴書をご持参く 
　　　ださい　※各種パート応相談

パート正社員

見学も行っておりますので
お気軽にどうぞ！

発送スタッフ（商品検品、在庫管理、箱詰）

中央区水前寺2-2-1

☎096-385-6226   （総務／つかはら・かみうと）

業務拡張のため増員！
内容／全国の通信販売のお客様へ
　　　商品を発送するお仕事です。
勤務地／熊本市中央区水前寺2-2-1
時間／Ⓐ8：30～14：30・12：30～17：30（シフト制）
  　　   Ⓑ8：30～17：30（実働8時間）
給与／時給750～900円
休日／週休2日制（日・祝他週1日）、年末年始
資格・免許等／経験は問いません
待遇／Ⓐ雇用保険　Ⓑ雇用保険・社会保険加入
      　  ⒶⒷ交通費支給（当社規定）、制服貸与
応募／履歴書（3ヶ月以内の写真付）をご送付下さい
事業内容／食品・健康補助食品の全国通信販売
創業／昭和51年（40周年）

http://550229.jp

★未経験者でも
研修制度があり安心★

学校行事等も配慮します♪

パ

「食べるよろこび」を伝える、
やりがいのあるお仕事です。
職種／病院や有料老人ホーム、社員食堂などの
　　　各現場での食事の準備をします。
　　　（食材の切込、盛付、洗浄）
時給／800円～900円（試用期間有）
休日／シフト制
時間／短時間パート　※下記のうち5時間
　　　①6:00～11:30
　　　②9:00～16:00
　　　③15:00～20:00
　　　※①～③よりご希望の枠をお選びください
長時間パート／8:00～17:00（休憩1時間）

食べることを大切に考える病院で
あなたの力を活かしませんか？

南区御幸木部1-1-1

☎096-378-1111
担当：大西

調理補助募集パート

レストラン×春の採用　ホール・キッチン
希望条件でお仕事ができます
高校生・短期・自由シフトで
1日3ｈ～週１日～フルタイムまで
「和食を極めるメニュー」レストラン庄屋
時／10：00～23：00内　希望時間で相談
待遇／笑顔手当、制服貸与、夜勤務の方食事付
時給UP制度・研修期間有・食事券毎月支給
時給／780円＋交通費規定補助
電話orWebでエントリーこの春バイトデビュー 気軽に応募

まずは、好きな時間からスタート
飲食事業のメンバー募集
扶養内・平日のみ・さまざま

レストラン庄屋 
サンロードシティ熊本店
東区東町3-3-3（東税務署そば）

☎096-331-4656 

パ ア

＜働き方はあなた次第＞
家事と仕事を両立しながら
働いてみませんか？
週2日～相談　自己申告シフト

春のスタッフ「びっくりドンキー」 ホール・キッチンパ ア

内容／南熊本店内（ホール・キッチン）
時間／9:00～翌2:00内で働ける時間
待遇／車・バイク通勤、規定内交通費、
制服貸与、食事補助、毎月食事優待券
時給／830円～　22:00以降1030円～
※高校生800円～　土日祝時給＋50円UP

《主婦さんが多数働いています》
1週間ごとにシフトを提出なので
自由スタイルで働くことが可能
履歴書不要、経験や年齢も不問 
ランチタイムだけでも採用中!！
お気軽にお電話ください

南熊本店
中央区九品寺6-9-42（ワンダーシティ南熊本内）

☎096-375-1312  採用担当

優しい先輩たちが
しっかりサポートします！
土・日・祝　時給880円
安心してはじめられます

介護・看護のお仕事案内会

お電話からのご相談
歓迎します！

中央区桜町1-20 西嶋三井ビル14階

0120-925-291

3/22（火）13：00～16：30
〈長嶺地域コミュニティセンター〉　
3/23（水）13：00～16：30
〈麻生田コミュニティセンター〉

●お子さま連れOK・手ぶらOK●
お好きな会場へお越しください！

↓こんな方のご相談も多くあります↓
・ブランクがある方　・土日休み希望の方
・無資格、未経験の方　・シニア層の方
・日勤のみ希望の方　・夜勤のみ希望の方
日程の合わない方は、担当者があなたの
お家の近くまで伺うことも可能です！

派遣

◆求人の詳しい話がきけます◆

労働者派遣事業　許可番号：派14-301172　有料職業紹介事業　許可番号：14-ユ-300992 

受付／土・日・祝日も受付中！

お仕事情報
←↓コチラ

ツクイスタッフ熊本 検索

病院内調理
《年齢・資格・経験問いません》

時／7:00～19：00（3時間～希望時間可）
休／希望日  時／700円～　その他相談に応ず
簡単調理・盛付け配膳をお願いします

石原循環器科内科医院
東区西原2-11-3（八反田通り）

☎096-382-3388 

パート

お客様対応のアートアドバイザー
◆積極性を持ちやってみたいと思う方◆
月～金で1日3Horフルタイム選択型
給／1100円+報奨金　60万円以上収入可
休／土日祝　3カ月毎更新 ※試用期間有詳細面談

熊本ニホン画廊
中央区慶徳堀町26-3 RSビル2F（河原町電停そば）

☎096-324-3352担当：山口

契

駅乗車券販売 職員
《藤崎宮前・堀川駅で活躍しませんか》
経験不問、制服・電鉄バス＆電車パス有
時／6:30～19:00（シフト）　
休／日祝、隔週土曜　時給／750円

熊本電気鉄道㈱
北区室園1-1（北熊本駅）

☎096-343-2552 担当：中野

パ

宝くじ販売スタッフ
【熊本市全域、菊陽町の各売り場】安心の研修有
給／770円+交費 土日祝100円UP
時／9:40～18:50（実働5h、早遅番のシフト制）
詳細面談にて　お気軽にお電話を

㈱南九州商事 熊本支店
中央区花畑町4-1太陽生命第2ビル１階

☎096-323-6681（受付平日17時まで）

パ

温泉施設 ①フロント ②食堂
無理のないWワークを応援！！
仕事に応じて随時昇給
幅広い年齢層のスタッフがいます
春からスタート！ 週末や祝日だけシフトも可能です
①フロント昼：１０時～１７時　時給７２０円～
②食堂　　夜：１７時～５h程度　時給７９０円～
車通勤・制服貸与・昇給あり　詳細面談
経験は一切不問です、安心してスタートできます

土・日・祝も出勤可能な方
楽しい職場で一緒に
働いてみませんか？

つる乃湯
熊本インター店

東区石原2-4-11（東バイパス沿運動公園入口）

☎096-335-8000 

パ

百貨店内人気子供服ブランド 販売
安定して働ける  子供服が好き
ファッションが好き「やってみたい」を応援!!
勤務／鶴屋百貨店内 hakka kids　他勤務地有
時間／9:15～19:30  実働7.5ｈ  シフト  ※パート4h～
給与／正：14万～16万円＋残業手当  ※パ：780円～
各保、交費支給、詳細希望は面談にて
アパレル未経験・ブランクがある方も歓迎
楽しく働いていただけるよう丁寧に指導いたします

他希望勤務地や時間・曜日・休み等も
お気軽にご相談ください
ショップスタッフのお仕事

hakka kids
熊本鶴屋店

中央区手取本町6-1 本館6F

☎096-328-8600（直通）

正 パ

「女性の働く」を応援できるしごと　POLAレディ
女性の夢と仕事の実現。ポーラレディとしての詳しい
仕事内容を実際に説明会で体験してみませんか？
今までとは違う、高収入を目指せるショップオーナー養成コース
①②ショップオーナー養成コースは研修中も報酬保障（各コース条件あり）+交通費

〈月報酬例〉
セカンドキャリアを目指すコース ①25万円　②20万円
自信がついたらステップアップコース ③15万円

①②大卒、美容専門学校卒、営業、販売、美容経験、
正社員の経験者対象 50歳迄  ③不問  詳細はご相談ください
働き方、福利厚生詳細はご説明いたします

「好きなことを仕事にして、手に職を付けたい！」
そんな方のために必要な技術が一から学べる研修制度
転職の不安や悩みなどをプロの目線でしっかりアドバイス
説明会では働き方のヒントを学ぶことができます
お電話又はメールで受付   herrera-212-ny@docomo.ne.jp

プレジール SAORI店
東区石原1-2-73（ミスターマックス 熊本インター店ウラ）
☎090-8839-1959 担当：三井

委

説明会参加者にプレゼントあり
夢を実現した私・・・

活躍できるヒミツを大公開!!

サポートスタッフ募集（受付・接客）
マイホーム購入の相談窓口。購入検討のお客様を
トータル的にサポート。経験がなくても大丈夫！！
勤務地／帯山店・流通団地店（2店舗）
内容／最初から専門知識は必要ありません。勉強会を予約された
　　　お客様の受付や、勉強会の進行サポートなどをお願いします
給与／月給19万円～+資格手当+奨励金
時間／ 9：45～19：00　
休日／週休2日（水曜＋シフト1日）夏季年末年始・有給休暇有　
資格／普通免許保有者　待遇／安心の社会保険完備
応募／まずはお気軽にお電話ください。面接時に履歴書持参
　　　いただきます。応募受付は帯山店のみで行います
未経験者大歓迎です！スタッフ皆でこれから入社されるあなた
をフォローしますので、ご安心ください

0120-934-829 担当：藤本
〒862-0924 熊本市中央区帯山5-32-15

正

土地探しや住宅会社との
出会いをお手伝いします

介護の5/１新規事業所開設に伴う スタートスタッフ
職場をイチから作り上げていく
「小規模多機能型施設 ふきのとう」
「笑顔」「誠意」「情熱」「チームワーク」「気付き」を大切に
こころの込もったホスピタリティを目指しています
日勤8:30～17:30、宿直17:30～翌8:00
早出7:00～16:00、遅出10:00～19:00
※勤務時間応相談　※週休2日のシフト
パート：週2～5日程度、4～８hでご相談
①正看護師　（正）20万～23万円 （パ）1000円～1200円
②准看護師　（正）18万～21万円 （パ）850円～1000円
③介護福祉士 （正）17万円～　  （パ）800円～900円
④実務者・初任者（正）16万円～　  （パ）750円～850円
⑤無資格者　（正）15万円～　  （パ）700円～800円
入社日／即日～4月30日の間で都合の良い日。ご応募のうえ、施設見学にいらしてください

☎096-388-2721（小規模開設受付）
東区下南部2-15-11（市営下南部団地そば）

運営／リビング・ウイル・サポート 介護サービス事業部

小規模多機能ホーム

正 パ

オープンまでは連携施設で勤務
転職・ブランク・無資格 積極採用中

長く勤めたい方必見!!

病院内TV、冷蔵庫などの保守点検
30～50代の主婦の方が活躍
されています！シフト制なので、
「初パート」を無理なくスタート出来ます

3名体制で
午前勤務or1日通し勤務で
日程調整しながら
シフトを組みます

中央区桜町1-20 西嶋三井ビル8F
http://www.toyovending/jp南九州運営事業部

職種／病院内ＴＶ、ロッカー等の清掃や、
　　　簡単なメンテナンス
時間／9：30～17：00（実働3～4ｈシフト制）
勤務地／熊本市中央区本荘周辺
給与／月収5万2000円以上
待遇／制服貸与、交通費（一部）補助
　　　その他面談の上
応募／まずは電話受付後随時面接
　　　 履歴書（写貼）をご用意下さい
資格経験不問　初めてでも安心
①病室安全環境システム　②高齢者にやさしい
病室用家具やテレビ、ランドリーなどの設備の開発、運営、管理

パート

0120-192-612 担当：採用担当

く
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と
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ご
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人

美 リビング求人ガイド
パ…パート ア …アルバイト 委 …委託業務正 …正社員 契 …契約社員 派 …派遣社員 ●次回掲載は4月2日号です

～国も女性の活躍を推進！～

☎096-359-3412
FAX096-312-3153

担当：森本
北区徳王1丁目6-52

TKUヒューマン

FAX050-1351-3763
西区中原町495

担当：藤本

☎090-7167-9774
f-tｗoエフ・ツー

1枠8000円（税別） 2枠16000円（税別）掲載料金

広告のお申し込み


