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美 リビング求人ガイド ☎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
1枠8000円（税別） 2枠16000円（税別）

●次回掲載は12月17日号です

掲載料金
広告のお申し込み

パ …パートア …アルバイト 委 …委託業務正 …正社員 派 …派遣社員

～熊本復興のためにはあなたのチカラが必要です～

FAX050-1351-3763
西区中原町495

担当：藤本

☎090-7167-9774
f-tｗoエフ・ツー

冬休み激短・短期単発【年末年始百貨店催事】
毎年このシーズン人気の百貨店のお仕事
魅力がいっぱい詰まった催事　楽しんで働こう～

中央区京町1-14-8スカイハイツ1105

☎096-355-5482 担当：大坪

（有）南九州マネキン紹介所

派

厚生労働大臣許可（般）43-010089、43-ユ-010004

まずは登録だけでも来てみませんか？
大型連休期間の学生さん、ミセスに人気の短期など
スタート日程はご相談ください！
時間：9：00～19：30　（実働7.5～8h）　※シフト制
《事前研修で楽しくスタート、ノルマなし、リピーターさん多数》
①「バレンタイン会場」
時給1200円～+交通費別途
2/1（水）～2/14（火）

②「駅弁会場」
時給1000円～+交通費別途
2/1（水）～2週間程度
ご希望に添えるアドバイスでサポートします
安心してご応募下さい

オープニング　テレフォンアポインター
報奨金あり・経験不問
家庭の給油器の点検、警備のご案内
販売業務は一切ありません
時給：1250円～2000円+交通費+報奨金
月収例：8万円　時給1250円×4h×15日
10:00～14：00　18:00～21:00　1日/4h週3から
曜日や時間、短期も採用中!!
テレオペ経験、簡単なPC操作ができる方

オフィスワークで丁寧に教えます
時短勤務もOK　ノルマなし
未経験可　無料駐車場完備

E-clean（イークリーン）
南区平成2-4-10（南警察署そば）

☎096-284-1673

アパ

＜介護・看護・調理＞お仕事さがし!!

まずはどんなコトでも
お電話下さい♪

中央区桜町1-20 西嶋三井ビル14F

0120-925-291

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 

ツクイスタッフ熊本 検索

派 正 パ

◆ご希望のお仕事あります!探します！
◆勤務時間やお休み等、何でも相談のります!
＊＊12月5日（月） お仕事案内会開催!!＊＊
会場／くまもと森都心プラザ 6階C会議室

時間／9:30～12:00の間（時間内いつでもOK）

※地下駐車場をご利用下さい。QUOカードお渡しします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
時給▶介護福祉士：1000円～1200円
            初任者／ヘルパー2級：900円～1100円
            看護師：（正）1250円～   （准）1150円～
            調理スタッフ：900円～
待遇▶社保完備、ボーナス、交通費支給、有給 ←お仕事情報

　400件以上！！
  ↓

『すぐに働きたい方』
『年明けから希望の方』もOK！！

12月中旬オープン　お祝い金がもらえる！
5月末迄　時給900円　日祝手当
笑顔手当・制服貸与・夜食事付・報奨金制度
定食屋の調理・接客・年齢経験問わず

時給6月以降　850円＋規定交通費、車通勤可
9:30～22:00　週1日～、1日4h～希望時間

オープン～2月末までの勤務でお祝い金あり
後日近隣店舗で面談　電話WEBで応募

スタッフ向けのおいしい食事あり
日祝手当プラス50円／1h

定食屋百菜旬
イオンモール熊本店 

〒857-1162 佐世保市卸本町16-2（本社）

パ ア

㈱ハルフードシステム

0120-1818-34 担当：西村

①常勤看護師　②理学療法士
久しぶりに社会復帰したい方
資格をこれからのキャリアに
活かしたい方　実務経験がない方
年齢不問　いずれも歓迎です
①正看護師22万円～　准看護師17万円～
3交替・2交替・日勤帯のみ シフト交替制
8:30～17:30・16:30～9:00・10:00～19:00
休日115日　年齢、経験、前職を考慮いたします

②常勤（PT・OT）日勤帯のみ
8：30～17:30　22万円～　休日115日

職場見学随時受付

本庄内科病院
東区新外3-9-1（新外交差点そば）

☎096-368-2811

正社員 パート

百貨店でのディスプレイを仕事にしませんか？
アイデアや感性を活かして空間をデザイン
【やりがい】 あなたのアイデアが形に
【安心・安定】 未経験でも正社員採用
　
給与／20万円交通費込～　各種保険、昇給、賞与
9:00～18:00　その他面接時ご希望相談可
過去の経験やスキルは一切問いません
インテリアが好き・ものづくりに興味がある方
ぜひ気軽に履歴書郵送でご応募ください

補助業務をお任せします
新たなキャリアをスタート
してみませんか？

㈱熊本大洋工芸
〒860-0863 熊本市中央区坪井6-21-1

☎096-343-5411

正社員

クリーンスタッフ
勤務地／東区石原1丁目（熊本IC近く）
給与／時給800円（試用期間750円）
時間／①6：30～10：30（4ｈ）②6：30～13：00
（休0.5ｈ/6ｈ）休日シフト制※交通費（規定内）

パ

（株）第一ビルサービス
中央区新町1-7-28

☎096-352-0306

クリーンスタッフ
勤務地／西区島崎6丁目（産婦人科）
給与／時給800円
時間／13：00～16：00　日曜休日　
※交通費（規定内）、皆勤手当有

パ

（株）第一ビルサービス
中央区新町1-7-28

☎096-352-0306

熊本県内で、約600名の
ヤクルトスタッフが活躍中！
充実の研修制度があり安心
内容／お客様へヤクルト商品と健康情報を
　　　お届けする仕事です。
給与／月収 8万円～10万円
　　　扶養外で働く方は月収15万円以上も可能
時間／9:00～　※平均5～6時間程度の勤務
　　　勤務地によって異なる場合もあります。
休日／週休2日制（土・日）
　　　GW・お盆・年末年始
資格／要原付免許または、普通自動車免許
待遇／交通費支給・制服貸与
　　　各種給付制度・表彰制度有
　　　キャリアアッププラン（社員登用制度等）有
勤務地／熊本県内31カ所に拠点があります。
応募／まずは下記のフリーダイヤルまで
　　　お気軽にお電話ください。
　　　面接日時・必要書類は追ってご連絡いたします。
　　　希望される方には、1日体験同行も行っています。
事業内容／乳製品乳酸菌飲料・清涼飲料
　　　　　100％ジュース・化粧品の販売
～ここが魅力！～
マイカーでもお仕事ができます。（※燃料費支給あり）
年齢や経験は問いません。
研修制度も充実しており、初心者でも安心して働ける
職場で自分自身の成長にもつながります。
家庭とお仕事をきちんと両立できる職場です。
あなたの笑顔と元気なあいさつで
お客様に健康を届けてください。

販売ノルマ等一切ありません。
あなたの笑顔と元気な挨拶で

ヤクルト商品を届けてください。

研修制度充実！ 未経験者歓迎！ ヤクルトスタッフ募集中！

熊本ヤクルト 検索

南区南高江1-13-1
熊本ヤクルト株式会社

10120-25-8960  担当：荒木・矢方

委託

当社ホームページ
QRコード

アポインター

東区新生1-44-20 第2大津ビル2Ｆ

☎096-365-6261 担当：宮本

日本健康スマイル

パート
時給／800円～1200円＋報奨金　
時間／9：00～17：00、10：00～17：00
休日／土日（週休2日制）　内容／商品
の電話案内（ノルマなし）、経験者優遇

(株)リージェントグループ

ケーキ製造販売等・時給850円～1000円
短期アルバイト募集！！X’masケーキを作ってみませんか
                         ①12/  1（木）～24（土） 　8:30 ～ 17:30
　　　　　  ②12/  1（木)～24（土）　9:00 ～ 18:00
　　　　　  ③12/  1（木）～23（金）　20:00 ～ 翌5:00
　　　　　④12/12（月）～24（土）　8:30 ～ 17:30
　　　　　⑤12/12（月）～24（土）　9：00～18：00
　　　　  　⑥12/14（水）～23（金）　20:00 ～ 翌5:00
①～⑥ 時給／850円 ※22:00～翌5:00は1063円 
※12/14～24、皆勤されると手当1万円支給（休日あり）

いちごのへた取り
Ⓐ19日～23日8:30～17:30　Ⓑ19日～22日20:00～翌5：00
　　                   時給／900円（22：00～翌5:00は時給1125円）
Ⓒ店頭販売 　12/23（金）～24（土）9:00～18:00等
　　　　　　 時給／850円（24日は1000円）
Ⓓ配分　　　12/19（月）～24（土）13:00～23:00
　　　　　　時給／900円
Ⓔ出荷・仕分　12/21（水）～24（土） 時給／900円
　　　　　　7:00～19：00、8:00～17:00

Ⓕ配送補助　12/22（木）～23（金）時給／1000円
　　　　　　5:30～14:30、7:00～16:00、10:00～19:00
Ⓖ和菓子（おもち）の製造
　12/24(土）～30（金）9：00～18:00、21：00～翌6：00
　時給／850円
Ⓗ洋菓子（雪苺娘）の製造
　12/25（日）～1/6（金）9:00～18:00、20：00～翌5：00
　 時給／850円

宇城市松橋町浦川内2388　　担当：人事課
☎0964-33-4535（直） ☎0964-33-4511（代）

山崎製パン株式会社 熊本工場

ア

ケーキ製造

休日／応相談　待遇／交通費支給、①-⑥皆勤手当支給

クリーンスタッフ
内容／施設内の清掃　時間／8：30～
12：30　その他時間相談可　シフト制　時
給／800円※各種保険・社員食堂有、制
服貸与、車通勤可。電話かＷＥＢで応募

桜十字病院
〒861-4173熊本市南区御幸木部1-1-1

☎096-378-1533 人事部

医療法人桜十字

パ

『介護のお仕事』　選べる勤務地
土日休み、残業なしなど
週1日  1時間～スタート
安定の正社員or時間帯のバイト
働き方のご相談説明会開催中

チームワークでみんな頑張っています
あなたのやりがいが　きっと
見つかる職場です  説明会事前予約

東区下南部2-15-11

☎096-388-2721  グループ介護サービス事業部

①小規模施設  東区下南部（市営下南部団地そば）
②デイサービス 東区下江津（セイラタウン内）
時間：8：30～17：30、17：30～翌8：00
介護福祉士：給与17万円～　（パ）800円～
実務者、初任者：給与16万円～　（パ）750円～
無資格：15万円～　（パ）700円～

③訪問介護ヘルパー　熊本市内近郊利用者ご自宅
時間：8：30～17：30、 （パ）～18：00
給与：常勤：16万円～ 
　　   登録型（パ）家事1200円～  身体1300円～

車通勤可、交通費、各種保険、他手当
※ブランク可、グループ内勤務希望優先
※通信制研修費全額会社負担

正社員 パート

◆定期研修実施◆  徐々に感覚を取り戻していきましょう！
あなたに合わせて勤務スタイルを組み立てます！
（詳細）条件：時給900円～1100円、資格：保育士、幼稚園教諭、子育て支援員◆平日のみ・週3日～OK◆
　　　　　  駐車場代全額支給、記載以外にも時間帯多数あります
①南区薄場・護藤
②南区城南
③南区近見・南高江
④東区下江津・佐土原
⑤中央区渡鹿　
⑥北区植木・清水新地
⑦西区城山・小島・春日
⑧合志市須屋
⑨嘉島町

働き方が選べる保育士派

中央区桜町1-20　西嶋三井ビルディング14階

一般労働者派遣業（般）43-010084
☎096-223-8230 担当：南

保育士派遣のマルル ㈱総合プラント

9:00～16:00、13:00～17:00　※准看護師同時募集
8:30～12:30
8:00～18:00内で3H～OK
9:00～18:00、9:00～16:00
9:00～15:00
9:00～16:00、9:00～17:00、13:00～17:00
9:00～16:00、9:00～17:00
8:30～12:00
9:00～16:00　※准看護師の資格をお持ちの方も歓迎

①特別養護老人ホーム　かなんの杜 「介護職」
②介護老人保健施設　ケアビレッジ箱根崎 「介護職」
③箱根崎ホームヘルプステーション 「登録ヘルパー」
滄溟会グループは介護サービスで約25年
《採用お祝い金がもらえる》説明会開催します
「ありがとう」のために。共に成長しませんか？
『40代からの介護職』
40代からの介護職は子育てが一段落し、社会貢献がしたいと
本気で働くつもりでブランク期間が長くても『滄溟会で介護
職』として復職したい方に寄り添う環境を整えました。
～働き始めての戸惑いのギャップは研修でバックアップ～
特に研修には力を入れており、新人の方、ベテランの方、ブラ
ンクのある方もプラスできる制度でスキルをあげていけます。

グループ全体、多数の勤務地があるため通勤時間の短い
近場で働くという理想も実現できます。
最近は、夜勤専従で働くメリットを選択した職員も増えてきています。
【夜勤専従の介護職のメリット】
●採用や待遇面で給与アップ
●昼間にしかできない用事をすませられる

『夜勤専従の方でも大丈夫！』
滄溟会は恵まれた自然環境の中、地域医療貢献に取り組み
家庭的な雰囲気の中、利用者の方が楽しい日々を送っていた
だけるような環境づくりに日々取り組むスタッフばかりです。

給与　①介護福祉士（正）月固16万5000円～　ヘルパー2級以上（準）月固14万5000円～
　　　②介護福祉士（正）月固15万8200円～＋夜勤手当6000円／回
　　　　       （パ）時給820円～（介護福祉士）　その他720円～750円
　　　③在宅or有料老人ホーム　ヴィラメルロ（登録ヘルパー）
　　　　時給1300円（生活支援）　時給1500円（身体介護）
時間　①3交替シフト制　7：00～16：00、9：30～18：30、13：00～22：00、22：00～翌7：00
　　　②交替シフト制、時間応相談　③5～6h程度、時間応相談
待遇　①正：賞与3ヶ月＋処遇改善手当など
　　　②正：賞与前年実績3.7ヶ月＋処遇改善手当など
　　　資格取得研修、正社員登用制度もご相談可
　　休日、入社日、その他詳細は当日ご案内いたします ☎096-274-7700  受付：9：00～17：00   採用担当

熊本市北区植木町正清888　（植木インターより車で5分）

滄溟会グループの「介護」のカタチ　再挑戦×チームケア×転職正 パ

《少人数制の合同会社説明会》
随時事前受付、電話で予約ください

■施設見学
日時：14：00 ～  その他応相談
会場：ケアビレッジ箱根崎
◎筆記用具持参、履歴書は不要
　　掲載以外の職種もご相談下さい

採用担当に働く魅力をインタビュー
各種手当、処遇改善手当、賞与（正）3～ 3.7ヶ月
　　　●寄りそうケアと自立支援をモットー
　　　●資格取得への充実したフォロー体制
　　　●様々な介護事業を行っています
　　　●希望の勤務地、職種考慮　などなど

医療法人　滄溟会（そうめいかい）
介護老人保健施設　ケアビレッジ箱根崎


