
＜15＞　2017年2月4日　土曜日

く
ま
も
と

し
ご
と
人

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2月18日号です

掲載料金
広告のお申し込み

パ …パート 委 …委託業務ア …アルバイト正 …正社員 契 …契約社員 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

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

タイトル

明るくきれいな環境で多くの女性(20～40代）が活躍中！！
商品発送スタッフ・調理師（社員食堂の調理）同時募集！！　
【契約社員】
募集人員／10名（うち調理師2名）
職種／①商品発送スタッフ　②調理師
内容／①商品の発送・検品業務 他
　　　②社員食堂の献立を調理するお仕事
　　　※資格をお持ちの方（応相談）
時間／8：30～17：30（実働8時間）
休日／週休2日制（日・祝他週1回）、
　　　夏季・冬季休暇、年末年始
給与／月給15万円（昇給有）、賞与（年２回）、
　　　正社員登用制度有
　　　※研修期間１カ月は時給750円
待遇／交通費支給（当社規定）、
　　　雇用・労災・健康保険、厚生年金
　　　制服・社員食堂有・定期健康診断有

【パート】
募集人員／10名程度
職種／Ⓐ発送スタッフ　Ⓑ調理補助
内容／Ⓐ商品の箱詰め等（未経験でも出来ます）
　　　Ⓑ社員食堂の調理補助、盛り付け、片付けなど
時間／Ⓐ8：30～17：30（実働8時間）
　　　ⒶⒷ8:30～14：30　Ⓐ12：30～17：30
休日／週休2日制（日・祝他週1回）、年末年始
給与／時給750円～900円
待遇／Ⓐ雇用保険・社会保険加入Ⓑ雇用保険
　　　 ⒶⒷ交通費支給（当社規定）、制服貸与

充実した業務サポートを行い、
未経験の方でも安心して働けます
学校行事や休みシフト対応可能

業務拡大のため　契約社員・パート　同時募集契約社員 パート

〒862-0950　熊本市中央区水前寺2-2-1　健康家族ビル

☎096-385-6226   http://550229.jp
担当／総務人事課 月～金9：00～17：30（土・日・祝休） JR水前寺駅から徒歩3分

JR豊肥本線

熊本銀行
国府電停

水前寺駅

新水前寺駅

ロッキー

競輪場通り

健康家族ビル

ローソン

水前寺共済会館

新水前寺駅前電停

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

百貨店　ショップや売り場など　◆長期・短期◆
販売ノルマ一切ありません !
初心者でも安心して働けます
お仕事多数紹介中
まずは登録へお越しください

新しいお仕事見つけましょう！
あなたの希望に添える
働き方ができます

派

中央区京町1-14-8 スカイハイツ1105

☎096-355-5482 担当：大坪
厚生労働大臣許可（般） 43-010089

時給／1000円～1200円　交通費別途
時間／9：00～19：30　実働7.5～8h
休日／シフト
食品、婦人靴、バック、紳士・婦人服
キッズ、雑貨、アクセサリー、フォーマル
ブランドショップ、TCカード募集など
百貨店に興味のある方
どしどし、ご応募ください

kyuujin.zensyokyo.org
お仕事情報↑検索
多数掲載中 ナンキュウスタッフ

百貨店　催事会場で働こう！　◆短期◆
1日～短期・単発など
効率よく働けます

百貨店内多数同時募集
kyuujin.zensyokyo.org

お仕事情報↑検索

●新着情報
①『バレンタイン』　即日～14（火）の短期
時給／1200円～　交通費別途
時間／9：00～19：30　実働7.5h～
②『駅弁』　即日～2週間程度の短期
時給／1000円～　交通費別途
時間／9：00～19：30　実働7.5ｈ～
間もなく締切!!
●『卒業旅行のために短期で』
●Wワーク、10代、20代、30代、40代活躍中
●無料のフォローアップ研修

今すぐ働けなくてもOK【登録だけ可】
扶養内、学生、未経験
《接客・販売》高校卒業見込みも歓迎
『リビングを見た』で受付スムーズ!!

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

厚生労働大臣許可（般） 43-ユ-010004

パ

《介護・看護》 職場見学会!!

お電話からのご相談も
歓迎します♪

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

日時／2月8日（水）10：00スタート
　　　※9：45～受付開始
場所／熊本市北区楠6丁目6-60 〈P有〉
＊＊友人と一緒、手ぶらOK！服装自由＊＊
《 オススメPOINT 》
①ママさん介護士活躍中!!
　お子さんの体調による急な休みなどにも
　理解ある病院で、働きやすさ抜群!!
②日勤のみ！残業なし！1日5～7.5h勤務♪
③週3～5日OK！土日休みも相談できます！
…… 見学会の流れ　1時間30分程度 ……
会社案内→病院内見学→質問タイム→個別相談（希望者）
●日程の合わない方は個別対応可！相談下さい♪ ←お仕事情報

　400件以上
  ↓

◆ 直接見て、聞けるチャンスです ◆
『熊本博愛病院』にて開催!!

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

ノルマ無 電話案内 増員

㈱旭出版
上益城郡益城町広崎497-2（桜木中学そば）

☎096-289-1300 担当：タナベ

同窓会冊子完成の案内をする仕事です
時間／9：00～13：00　休日／日祝隔週土
時給／820円～＋交通費（年齢不問）
経験・未経験不問、雇保、車通勤可

パ パソコン入力業務
《データ更新、校正その他関連業務》

難しい仕事ではありません
時／9:00～16:00　時給／720円＋交通費
休／日祝隔週土　年齢不問、雇保、車通勤可
電話連絡後履歴書持参、その他面談

㈱旭出版
上益城郡益城町広崎497-2（桜木中学そば）

☎096-289-1300 担当：浜田

パ

和風レストラン庄屋　ホール・キッチン
希望条件で、かけもち、短期、自由
まずは好きな時間からスタート
《採用職》 ホール、キッチン
給与／①十禅寺店　830円～　
　　　②サンロードシティ店　800円～
時間／10：00～23：30　希望時間で
交通費別途、制服貸与、食事券支給
さらに食事付　その他多数時給加算制度あり

年齢経験不問、バイトデビュー
女性活躍　積極継続採用中
日祝手当＋50円／h加算

レストラン庄屋

ア パ

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

イオンモール内定食屋さん　①調理　②接客
炊きたてごはん＆お味噌汁・お漬物
和食の定食屋さん

オープンしたての店舗
日祝手当プラス50円/1ｈ
仕事を終えてショッピング

☎096-235-6280

①和食を極めよう
②定食だから配膳も簡単

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／900円（5月末まで）
　　　日祝手当も別途支給
経験・年齢問わず、幅広く活躍中

時給／850円（6月以降）＋各種手当
　　　笑顔手当、奨金制度、規定交通費
時／9：30～22：00　週1日4h～希望時間
子育てママさんだって働きやすいシフト
配膳サービスなのでバイトデビュー多数
木のぬくもりに囲まれて働きませんか？
夜のシフトにはまかない付き

アパ

イオンモール熊本店
上益城郡嘉島町上島 2232

イタリアンカフェレストラン　2月オープン
～いずれも採用スタート～

ランチタイム歓迎
イタリアンのホール！

オープン準備真っ只中
気軽に応募してください
手当多　経験問わず採用

パスタ・PIZZAなど
イタリアンの専門知識も習得できますよ！
自分のスキルアップにつなげられるチャンスです
●飲食店経験者大歓迎（雇用形態は問いません）
●キッチン経験者優遇 
●調理師免許取得者優遇
●未経験者歓迎
●年齢　18～40歳くらいまで
オープン時給850円～　別途手当支給
時間／①10：00～　②17：00～ or 18：00～
●週1日～　1日3～5h
●フルタイムも時短もあなた次第
●事前申告のシフト
5月以降時給800円＋別途手当支給
勤務地／ゆめタウン サンピアン店

アパ

〒857-1162 佐世保市卸本町16-2 （本社）
㈱庄屋フードシステム

0120-1818-34 担当：西村

マッサージ師・整体師
有名公共施設などからのご依頼
安心して技術取得も可能です　

時間／17：00～　希望時間可　寮、送迎有
給与／出来高制、日払い　勤務経験不問

東京堂マッサージクラブ
西区二本木1-2-24

☎096-356-1041

委

宝くじ販売スタッフ
熊本市内の各エリア宝くじ売場（17売場）
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）
安心の研修有　詳細面談にて　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 医療請求事務
◆  経験者優遇、新卒者も応募可  ◆
週休2日、各種保険、面談時相談可能
13万3000円～15万円、8：30~17：30
病院内清掃同時募集　安定の正社員

北部病院
北区四方寄町1281-3（バス停より徒歩1分）

☎096-245-1115 担当：原

医療法人社団原武会

正

全国の高校・大学名簿の調査編集出版
月給（固定）／17万5000円～＋実績手当
時／9：00～17：20　休／日祝隔週土　普通免許必須
歩合＋別途手当　ノルマなし　ご安心下さい

㈱旭出版
上益城郡益城町広崎497-2（桜木中学そば）

☎096-289-1300 担当：タナベ

学校訪問営業 2名採用正接客・調理 各1名
給／17万円～（経験により）  交通費＋時間外手当
4～6日休　10：00～24：00内シフト 《安定正社員》
月収目安：24万円～30万円　女性スタッフ在籍中
※経験不問、履歴書郵送、店舗で面接

雑魚屋 熊本東急REIホテル店

〒857-1162 佐世保市卸本町 16-2 （本社）

0120-1818-34 担当：西村

㈱庄屋フードシステム

正経験者 診療放射線技師
時／8：30～17：30　残業ほとんどなし
休／日祝他　給／20万円～ 別途手当
私達と地域医療に貢献　5年以上経験歓迎
スタッフ在籍20歳～50歳まで活躍中

川野病院
中央区大江6-25-1 （JR水前寺駅より徒歩5分）

☎096-366-3275 担当：那須

医療法人社団 杏風会

正

◆家庭と両立できる保育士　◆働きやすい短時間!
◆定期研修実施　           ◆ブランクがあっても安心☆
◆持ち帰り仕事・残業なし　　◆平日のみ・週3日～OK
◆駐車場代全額支給　　　　◆4月スタートも受付中！

あなたに合わせて勤務スタイルを組み立てます！

勤務地／西区：春日、北区：植木・清水新地
　　　　東区：下江津・佐土原・戸島
　　　　南区：近見・南高江・城南・御幸笛田
　　　　熊本市外：益城、嘉島、合志市須屋、など
時　間／1日4～8h（9～16時などお好きな時間で調整）
時　給／900～1000円＋交通費　休日／土日祝
資　格／保育士・幼稚園教諭・子育て支援員

中央区桜町1-20　西嶋三井ビルディング14F

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

働き方が選べる保育士派遣

【10名】復興事務
書類の不備確認、電話・来客対応等
時給／1000円、社保有、約1年間
時間／8：30～17：30　休日／土日祝
場所／中央区神水（熊本県庁そば）

ＴＫＵヒューマン
北区徳王1-6-52

☎096-359-3412 担当：森本

契

【短期5名】復興事務
書類の不備確認、数字の再計算等
時給／1000円　期間／2/1～3/31
時間／8：30～17：30　休日／土日祝
場所／中央区神水（県庁そば）、駐輪場有

ＴＫＵヒューマン
北区徳王1-6-52

☎096-359-3412 担当：森本

契


