
2017年2月18日　土曜日　＜14＞

求人ガイド
TKUヒューマン
☎ 096-359-3412
FAX 096-312-3153
北区徳王1丁目6-52

担当：森本

f-two エフ・ツー
☎ 090-7167-9774
FAX 050-1351-3763
西区中原町495

担当：藤本

広告のお申し込み
１枠（32.2×39.3mm）8,000円（税別）

２枠 （32.2×79.7ｍｍ）    16,000円（税別）
４枠 （66.0×79.7mm）   32,000円（税別）
６枠 （64.8×120.4mm）  48,000円（税別）・・・

掲載料金あなたのチカラが必要です～

①常勤介護員　②非常勤介護員
無資格の方も当社で資格取得
実務者研修も当社で取得可能
定年退職後の方も歓迎です
年齢・経験問いません

①常勤介護員 （正）　給／16万円～　
時／8：30～17：30　休／週2日　待遇面充実
資格取得からスキルアップまで全力バックアップ
きっと介護が楽しくなる職場です

②非常勤介護員 （パ）
　時給／800円～1400円
　週1日～　1日1h～希望時間

介護事業所 ふきのとう
東区下南部 2-15-11
☎096-388-2721

正社員 パート

ほっかほっか亭でバイトデビュー

6店舗募集！　あたたかいお弁当と
笑顔をお届けする調理と販売の仕事
◆都合に合わせて活躍　◆家事の延長で安心して働ける
①調理や販売　簡単な調理と接客をお願いします
②宅配スタッフも同時募集 
時給／①②850円～　　　22時以降は25％UP
時間／①②8：00～23：00　詳細は各店舗でおたずね下さい
　　    週１日～　1日3ｈ以上　休日はご希望に応じて
◆特にランチタイム　土日のみ　平日のみでもOK!!
待遇／制服貸与・各種保険昇給有・従業員割引有
店舗／新土河原・上熊本・近見・辛島・九品寺・託麻通りの各店舗
◆未経験の方多数働いています!! 掛持ちバイト可
　たくさんのご応募おまちしております

パ ア

「わたしの街の台所」
一緒に働ける仲間を募集中!

何でもお気軽にご相談ください

東区御領 1-6-42

☎096-292-7260
担当：山口・神田（熊本事業課）

辛島店　　　中央区辛島町 6-6
九品寺店　　中央区九品寺 4-3-2
託麻通り店　東区御領 1-6-42

新土河原店　西区新土河原 1-2-3
上熊本店　　西区花園 1-4-1
近見店　　　南区近見 8-1-1

「就職支援登録相談会」 熊本3会場 初開催決定

働きたいあなたのご相談、親身にいろいろ対応いたします
求人誌にはない、職場多数 !!
きっとご満足いただけるコーディネーターがご案内いたします
これはうれしい！「有給取得率100％」

《登録会相談会場》　時間／9：30～12：00
①2/17（金） 流通情報会館　
②2/20（月） 熊本テルサ
③2/21（火） 光の森町民センター　キャロッピア 
※上記日程でご都合が合わない方は、事前予約にて個別対応も可能です
・介護職… 900円～1200円（資格・条件による働き方など相談承ります）
・看護職…1200円～1500円（資格・条件による働き方など相談承ります）
※他職種あり　医師・薬剤師・PT・OT・ST・ケアマネ・事務職、調理員
《勤務地》熊本市各区内、上益城郡、菊池郡、玉名市、山鹿市、宇城市、他地区

医療・福祉業界なら、メディカにお願いしてワガママ希望を交渉してみませんか
登録相談会へは手ぶら、私服、お子様連れでご来場できます

正 派 パ

就職支援センター メディカ 検索

鹿児島市下荒田2-25-1-1階

☎099-297-6922厚生労働省認可 般 46-300086 46-ユ-300102

Ｅメール：kumamoto@jinzai-k.jp

熊本担当者（直通）
☎090-5948-3943

住宅展示場受付事務
時給／1060円　期間／即日～長期
時間／9：30～18：00　社保完備
休日／毎週火曜・水曜　車通勤可
勤務地／東区御領ＲＫＫ展示場内

㈱TKUヒューマン
北区徳王1-6-52TKUぷらざ2Ｆ　派43-010034

☎096-359-3412　担当：江里口

派

スーパーキッド新外店！３月下旬オープン

勤務地／東区尾ノ上４丁目（新外入口バス停そば）
内容／商品の店出し、レジ業務、その他店内業務
給与／時給750円～950円（時間帯で異なる）
勤務／休日や勤務時間帯は右表のとおりです
待遇／・通勤手当支給（社内規定：1万円まで）
　　　・雇用保険（週20時間以上勤務の方）
　　　※上記はいずれも学生アルバイトを除く
社員区分／・パート社員　・学生アルバイト
入社日／３月8日（研修開始）　※応相談
採用試験／面接と簡単な適性検査
　　　　　学生アルバイトは面接のみ

★会場／ユースピア熊本（熊本県青年会館）
　　　熊本市中央区水前寺3-17-15（北水前寺五叉路そば）
★日時／3月2日（木曜日）
　　　１回目……14：00より
　　　２回目……17：00より
　　　３回目……19：00より

当日受付、当日面接
事前申込も、履歴書も不要
手ぶらでお越しください

パート

スーパー・キッド 検索☎096-348-7222　担当：前田

〒861-8003　熊本市北区楠7-8-10

アルバイト

タイトル

給与等（いずれも1時間あたり）

※通勤手当支給…距離に応じ上限１万円まで
　（学生アルバイトを除く）
※勤続による昇給…あり
　（60歳以上の方と学生アルバイトを除く）

社員区分 休日勤務時間

パート
社員

学生
アルバイト

月間
9日～10日

1日3～5時間
7：30～23：00の間の
ご希望の時間帯で勤務

16：00～23：00の間でご希望の
1日3時間から、週3日勤務から

ＯＫです！

※18歳未満の方、60歳以上の方は条件が異なります

07：00～08：00=900円
08：00～09：00=850円
09：00～17：00=750円

17：00～18：00=800円
18：00～22：00=850円
22：00～23：00=950円
（深夜割増含む）

㈱アレス　スーパー・キッド「新外店」
　　　　　　　　　　　社員採用リビング係

お
問
合
せ

☆お友達・お知り合いと
一緒に来てください！

■150%拡大

あなたの時間を熊本の住まいの為に！
土日祝は自分の趣味に
業務内容／マンション・アパート共用部分の清掃業務
時給／750円～+交通費支給
　　　季節手当有り3000円～（１月・２月・７月・８月）
時間／9：30～17：00
休日／土曜・日曜・祝日休み
資格／高卒以上、要普通運転免許
待遇／社会保険完備、昇給・リーダー手当有り
　　　車・バイク通勤ＯＫ
事業内容／不動産業
未経験者大歓迎です！　お掃除好きな方にオススメ♪

まずはお気軽にお電話下さい 30代～５０代の主婦活躍中！
2～3人のグループで巡回清掃
先輩が一緒なので安心ですよ☆熊本市中央区九品寺2-6-57

☎096-366-5062　総務人事課　林田

株式会社コスギ不動産

巡回クリーンスタッフ募集中パート

清掃スタッフ（駐車場）
勤務地／中央区手取本町
時間／7：30～16：30（実働7ｈ）
　　　週40時間制、休日：週1日
給与／日給5250円～6300円
待遇／交通費支給、雇用保険有、
　　　有給休暇有、制服貸与
資格／不問　面接／電話連絡

各種保険完備
まずはお気軽にお電話下さい

面接日を連絡します

(有)中央ビルメンテナンス
中央区桜町1-20、西嶋三井ビル

☎096-356-3233　担当：宮﨑

正社員

①介護職②調理員③ヘルパー④送迎スタッフ
詳しい内容はお電話でお気軽に

熊本市中央区萩原町9-30

☎096-378-3836 法人本部　島崎日隈病院医療法人　日隈会

④送迎スタッフ（パート）　
時給1000円、8：00～10：00、
14：30～16：30
デイケア利用者様の送迎

③ホームヘルパー（パート）　
時給1200円～。7：30～17：00の
間で2時間程度。初任者研修以上
又は介護福祉士。正職員登用有

①介護職（正職員）　基本給14万
7000円～＋諸手当。7：30～19：00
の間で8時間、シフト制。患者様の
介助。病棟又はグループホームで
の勤務。グループホームのみ夜勤
あり。介護福祉士の方優遇

②調理員（正職員）　基本給13万
6000円～＋諸手当。6：00～19：45
の間で8時間。シフト制。病院内で
の調理業務全般

待遇／①②精勤手当3000円、扶養手当：18歳未満の子・60歳未満の配偶
者4000円/1人、昇給あり、賞与年2回、休日はシフト制による完全週休2日
制、年に3回の特別休暇。②早出手当2000円。①②④各種保険加入、通勤
手当（規定有）、無料駐車場
応募／お電話後履歴書持参ください。平日8時～17時

正 パ

内容／「えがおの黒酢」など自社商品の注文受付、問い
　　　合わせ対応　事業内容／総合健康関連事業
給与／時給1000円～　トレーニング（研修）期間　
　→時給950円　年収例/月16万円：時給1000円　　
×8ｈ×20日×12ケ月＋年間謝礼2万円＝194万円
時間／8：00～20：00の間で5～8時間で応相談
　　　※トレーニング（研修）期間は8：50～
休日／4週8休（応相談）　★ご希望の勤務時間・曜
　　　日をお聞かせ下さい！
資格／・20代～50代の主婦の方活躍中　・ＰＣ文　
　　字入力程度　・学齢・経験一切不問です
待遇／・フィットネスジム・スタジオ有　・昇給有
　　　・社会保険完備　・通勤手当※規定有　・車通勤可
　　　・正社員登用制度  ・社内に認可保育園  ・社員食堂有

【選考会】①2/23（木）18：30～　
　　　　　②3 / 2（木）13：00～　
　　　　　③3 / 4（土）14：00～　
履歴書（写貼）、筆記用具・印鑑ご持参下さい
※都合がつかない方は個別のご対応も可能

〒862-0901　熊本市東区東町4-10-1

株式会社　えがおホールディングス
10120-006-006  採用専用ダイヤル

　担当：村上・仲原

高時給1000円～支度金5000円支給
育児・家事と仕事の両立応援♪

パート コールセンタースタッフ

扶養内　電話対応
勤務地／中央区中央街　時給／1000円
時間／10：00～16：00（応相談）
休日／シフト休（週3日程度勤務）
ＤＭ到着等の電話確認、ノルマなし

㈱TKUヒューマン
北区徳王1-6-52TKUぷらざ2Ｆ　派43-010034

☎096-359-3412　担当：森本

派

2017年34年目『福祉に・ずっと・まっすぐ』を
スローガンに、常にチームワークで
介護に向き合い、助け合っています
大学のゼミで福祉分野に興味をもち、就活でリクルート会場へ
そこで出会ったツクイ採用担当からの話を聞いているうちに
知識や経験がなくても、一から育ててもらえ、人の役に立てる
福祉の仕事に就きたいと思い入職　新卒で今年入社4年目
「ありがとう」の言葉と先輩の支えもあり、今は生活相談員が主な仕事

笑顔になれる『感動の体験』は最大の魅力です
●スタッフ同士も職種に関係なく、笑顔で接し合える職場
●何気ない会話の中で、利用者さんが笑ってくれるとうれしい
●イベントも多く、経験豊富な先輩から教えていただいています

実際の施設を見学してみて下さい、新しい自分に出会えるかも…

～ツクイデイで働く採用情報～
介護職（正）18万4000円～　（パ）資格880円　無資格840円
  看護職（正）21万1900円～  OT・PT（正）21万1900円～
  正看・OT（パ）1250円　　　准看・PT（パ）1220円
  社会福祉士（パ）1220円　  生活相談員（正）20万9900円
調理（パ）840円　送迎（パ）800円～　他無資格（パ）1100円

ケアマネ：経験等考慮のうえ面談にて

正社員 パート 市内6ヶ所　ツクイデイは笑顔を増やす仕事
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☎096-341-5102
熊本坪井　中央区坪井 6-33-20

☎096-365-3126
熊本東野　東区東野 1-16-16
☎096-386-8355
熊本下南部　東区下南部 1-3-125

☎096-377-5775
熊本田井島　南区田井島 2-1-6
☎096-386-5535
熊本長嶺　東区長嶺南 3-1-120

☎096-348-6120
合志　合志市幾久富 1904-4

ツクイデイ6ヶ所合同
《 求職者向け会社説明会 》

日時／2月21日（火）　14：00～
会場／熊本市男女共同参画センター　はあもにい
〒860-0862　中央区黒髪3-3-10
※事前にご希望の店舗でご予約下さい
※当日参加も可

和食レストラン　①調理　②接客

希望時間で、かけもち、短期、自由
食事つき、女性活躍　積極採用中

福利厚生が充実　年齢経験不問
まずは働いてみて！

①日祝手当＋50円／h 加算
②時給加算制度

空いた時間にバイト＆パート始めませんか？
シフトは1週間毎自己申告
連休も取得可能、土・日もご相談!!

時給／十禅寺店　830円～
　　　サンロードシティ店　800円～
経験・年齢問わず、幅広く活躍中

待遇／各種手当、笑顔手当、奨金制度
　　　規定交通費
時間／10：00～23：30　希望時間
子育てママさんだって働きやすいシフト
合間の時間にバイトデビュー多数
笑顔と元気でお客様をお迎えしましょう

アパ

レストラン庄屋

東区東町 3-3-3 （東税務署そば）
☎096-331-4656サンロードシティ店

南区十禅寺 2-8-6  くまもと食遊楽園内
十禅寺店 ☎096-319-1221


