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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～

電話案内業務Ⓐ・Ⓑ　パソコン入力
高校や大学同窓会からの委託業務です
①電話案内Ⓐ　時給820円　9：00～13：30
②電話案内Ⓑ　時給750円　9：00～16：00
③パソコン入力　時給720円　9：00～16：00
休日／日祝隔週土
別途交通費、年齢不問、雇保、駐車無料

電話連絡後、履歴書持参

明るく楽しい職場です
ぜひご応募ください！

㈱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

パート 男女営業2名採用
全国の高校・大学同窓会名簿の編集出版
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　楽しく社会貢献

㈱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

正

和食レストラン　4月オープン

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！

ホール・キッチンでフードバイトデビュー
しませんか？
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!!

オープニング時給6月末まで：900円
7月以降：830円
夕方～シフト希望者　相談可能

待遇／各種手当、笑顔手当、奨金制度
　　　規定交通費、時給加算制度

時間／10：00～22：00　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
勤務地／ゆめタウンはません店

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

レストラン庄屋

定食屋さんの調理・接客
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
夕方～シフトは短時間希望者におすすめです
【おすすめポイント】　ショッピングモール内に
オープンした新店舗　みんな一緒のスタート

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
上益城郡嘉島町上島2232

☎096-235-6280

アルバイトパート

イタリアンカフェレストラン
『調理師になる夢も実現できる』
そんなお店で働いてみませんか
～ ディナータイム歓迎 ～

4月末迄：時給850円～+別途手当
時間／①10：00～　②17：00～or18：00～
週1日～　1日3～5h　週ごとシフト制
年齢：18～40歳くらい
5月以降：時給800円+別途手当

気軽に応募してください
手当多　経験問わず採用

マルゲリータ

東区上南部 2-2-2 1F
ゆめタウンサンピアン店

☎096-349-0521

アパ

ホール接客楽しい職場
未経験者もOK！　主婦の方々も大歓迎。
とにかく一度働いてみませんか？
時間／10:30～16:00 週2日～・1日3h～　時給／850円～
週単位でのシフト作成。急な休みも相談◎

壱之倉庫
中央区南坪井2-8

☎096-325-3911 担当：渡辺

ビアレストラン

パ ア

①調理②接客③清掃
週2日、1日2h～ご相談ください。
時給／9:00～17:00 780円～（週末850円）
　　　17:00～22:00 800円～（週末900円）
社員同時募集!!　18万～社保有、昇給有

有限会社蓮（居酒屋れんこん/天眞屋）

中央区南熊本3-4-4/南区田迎4-4-39

☎096-282-8224 

（天然地魚、国産十割蕎麦の創作和食屋）

パ ア

訪問介護ヘルパー
勤務地／西区、南区　時間／8：30～
17：30　休日シフト制　給与／正：16
万5000円～　パ：時給900円～　他手
当有　応募／電話後履歴書持参下さい
㈱セラム　けあらーず
城山訪問介護事業所
西区城山下代2-14-10

☎096-288-0995 出水・西倉

正 パ

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

働きやすさ◎看護助手
時間／一般8：30～17：30（夜勤あり）
           夜勤専従16：00～翌9：00（月10回）
給与／一般：16万3600円～16万8700円
　　　夜勤専従：18万7600円
　　　※年齢不問

東病院
南区出仲間5-2-2

☎096-378-2222　担当：堀田

医療法人　東陽会

正パ ①看護助手②入浴介助
時間／①7：00～19：00（応相談）
　　　②9：00～15：00（5ｈ程度）
　　　※年齢不問
給与／看護助手：時給800円～850円
　　　入浴介助：時給900円～1150円

東病院
南区出仲間5-2-2

☎096-378-2222　担当：堀田

医療法人　東陽会

旅行業務全般（カウンター）

平日の勤務になります
旅行がお好きな方におすすめ

内容／国内・海外旅行に関するカウンター業務
　　　および旅行手配業務等
時給／860円
時間／9：20～18：00（土・日・祝休）
待遇／交通費支給・社会保険有
応募／まずお電話下さい

未経験者大歓迎です！
合間を見て

お仕事してみませんか

熊本市中央区花畑町12-28、アペックスビル６階

☎096-211-3933 担当：下河・中牟田

㈱阪急交通社熊本支店

ア

上司、先輩、仲間の寄り添う想いで溢れており
スキルアップが叶う、ツクイのデイはそんな職場です。

自宅での生活を支える
365日、日なたのような場所

ーツクイに入社されて６年目ということですが、今の
仕事内容は、事業所の「顔」になるポジションですね
古荘さん（以下敬称略）：生活相談員としての私の主な役
割は、利用者さんやご家族との受け入れ時の面談、施設
内での様子を観察し会話をしながら、今日は足が痛いか
ら付き添いが必要とか、小さな状態の変化にも気づくこ
とですね。そしてその情報をもとに、看護師や介護福祉
士、作業療法士など、ほかの職員と連携を図り、状況に応
じた見直し・改善を全職員で行っています。
ーケアマネジャーに合格されたそうですね
古荘：大学生のころから、いずれはケアマネジャーと目標
を持ち勉強することで意欲的になれました。ツクイには、
そんな取り組む姿勢をバックアップしてくれる上司の存
在に恵まれ、目標が達成でき感謝しています。今後は、学
んだことを実践で活かし、将来は人材育成に携わってい
きたいです。

熊本田井島 （生活相談員）古荘 さんツクイ Staff 

既存6施設のスタッフ正 パ

ツクイデイサービス 検索

待遇面の
よさが魅力

介護職／18万4400円～　
　　　　（パ）資格 880円　無資格 840円
看護職／21万1900円～　  調理／840円～　
送迎／800円～　OT、PT／21万1900円～　 
　　　　（パ）正看、OT 1250円　准看、PT 1220円
生活相談員／20万9900円　
　　　　（パ）社会福祉士 1220円　他資格 1110円
ケアマネ／経験など考慮、面談にて

時間／8：00～18：00（実働8h）　
休日／希望休シフト制　　
待遇／各種手当、昇給、賞与

「
合
格
後
の
今
は
、

研
修
中
で
す
」

中央区坪井 6-33-20
東区下南部 1-3-125
東区長嶺南 3-1-120

☎096-341-5102
☎096-386-8355
☎096-386-5535

熊本坪井
熊本下南部
熊本長嶺

東区東野 1-16-16
南区田井島 2-1-6
合志市幾久富 1904-4

☎096-365-3126
☎096-377-5775
☎096-348-6120

熊本東野
熊本田井島
合志

◆春から始める新生活◆
子育て中の方やブランクのある方も
自分らしく輝ける環境があります！
勤／希望の勤務地をお探しします！
時／1日4～8時間（例／9：00～16：00）
給／950円～1200円＋交通費
資／保育士、幼稚園教諭
休／土・日・祝 他（週3日～OK）

◆4月・5月スタートOK
◆定期研修も実施中
◆個別ヒアリング実施中

保育士派遣のマルル㈱総合プラント
中央区桜町1-20 西嶋三井ビルディング 14F
☎096-223-8230

一般労働者派遣業（般）43-010084

働き方が選べる保育士派遣社員

あなたの働くをカタチにする
『しごとの学校』3月31日スタート!!
『仕事に就きたい!』を徹底サポート!!

総合プラント 検索

熊本市中央区神水1-38-10

くまもと雇用創出総合プロジェクト「しごとの学校」契約社員

0120-377-017 受付／9：00～18：00　土日祝休

一般労働者派遣業（般）43-010084 検索

土日祝休

熊本県より総合プラントが受託して行う就職支援事業です
『やってみたい仕事』を『やりたい仕事』に変える!!

《セミコンダクタ・食料品・観光関連分野への就職サポート》
スキルアップも資格取得も就職先もサポート！
仕事のプロが『しごと』を教えます

企業による雇用を前提とした研修で
働きながら実践的な技術を習得可能です
研修期間中も給与が支給されるので、安心してスキル
アップに専念でき、やりたい仕事がきっと見つかります

研修／2カ月間座学研修（OFF-JT） ▶3月31日～5月31日
　　　3カ月間実践研修（OJT）　   ▶6月1日～8月25日
　　　直接雇用として継続雇用　 ▶8月26日～
給与／時給1000円+交通費
時間／9：00～18：00（休憩1h）
　　　（OJT期間は実習先の就業形態による）
休日／土・日・祝祭日
待遇／社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生・介護）
　　　ワンルーム社員寮完備（無料）、マイカー通勤可
対象／県内の求職者及び学卒未就職者
応募／県内各地で説明会を開催します
　　　お気軽にお問い合わせ下さい

報奨金あり・経験不問
給湯器の点検・整備のご案内
販売業務は一切ありません

オフィスワークで丁寧に教えます
販売ではなくポイントを教える仕事

無料駐車場完備

南区平成2-4-10 （南警察署そば）

☎096-284-1673

E-clean（イークリーン）

時給／1250円～2000円+交通費+報奨金
時間／①10：00～14：00
　　　②18：00～21：00
　　　1日3h～ 月15日程度～ OKです
休日／シフト
待遇／交通費、報奨金、無料駐車場有
曜日や時間、短期も採用中!!
テレオペ経験、簡単なPC操作ができる方歓迎

【お仕事1カ月目Ａさんの月収例】
シフト②：時給1350円×3h×15日+報奨金
　　　　＝7万円

アポインター全員未経験のスタートです
時短勤務OK　ノルマなし
勤務開始日応相談
まずはお電話でお問い合わせ下さい

オープニング　テレフォンアポインターアパ

E-clean
住設機器メンテナンス

おむらいす亭　オープニングスタッフ
ゆめタウンはません店内
4月下旬オープン
①キッチン　②レジ
フードコートスタッフ

☎096-234-7234 

1週間ほどで覚えられる調理とカウンター接客
未経験にもうれしい提供のみのシステム
給与／（正）月給18万円～+交通費支給
　　　（パ）（ア）オープニング時給：1000円
　　　　　　研修期間後4月～6月末迄
　　　　　　※6月以降：時給800円～
　　　※ともに規定内交通費、昇給あり
時間／9：00～22：00
　　　（正）上記時間内で実働7.5h　残業有
　　   （パ）（ア）1日3h～・週2日～OK
休日／（正）シフト　（パ）（ア）応相談
制服貸与、マイカー通勤、Wワーク
扶養内勤務、食事割引など、詳しくは面談時
平日のお昼希望の主婦さん
平日、土日のみ勤務の希望等相談に応じます

正 アパ

南区田井島1-2-1
（ゆめタウンはません フードコート内）

☎080-9245-6696

経験者優遇あり
オムライス専門店

友達を誘って一緒に応募もOK

担当：水野


