
2017年4月15日　土曜日　＜12＞

く
ま
も
と

し
ご
と
人

美 ☎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

広告のお申し込み

FAX050-1351-3763
西区中原町495

担当：藤本

☎090-7167-9774
f-tｗoエフ・ツーリビング求人ガイド

●次回掲載は5月13日号です
パ …パートア …アルバイト 嘱 …嘱託社員正 …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～

クリーンスタッフ
勤務地／西区島崎6丁目（産婦人科）
時間／8：00～16：00　時給／800円
※週１日：日曜のみの勤務です
待遇／制服貸与・経験不問・WワークOK

パ

（株）第一ビルサービス
中央区新町1-7-28

☎096-352-0306

《派遣の窓口》 介護スタッフ募集！

日程の合わない方
ご相談ください♪

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

※予約制　※就業中・友人一緒・手ぶらOK
説明会日時／4月19日（水）10：00スタート
場所／ツクイスタッフ熊本支店
　　　※交通センターより徒歩3分
　　　　駐車場代としてQUOカードお渡し
………説明会の流れ　60分程度………
会社案内→派遣についてご説明
→質問タイム→個別相談（希望者）
時給／介護福祉士…1000円～1200円
　　　初任者（HP2級）…900円～1100円
時間／1日4h～フルタイムまでOK
　　　早番のみ・遅番のみ・夜勤のみ可
休日／週2日～5日勤務OK　曜日相談可
待遇／社保完備、ボーナス、交通費支給、有給

←今月のイベント
　お仕事情報
  ↓

╲知って得する╱
派遣のいいトコ悪いトコ説明会！

ツクイスタッフ熊本支店　中央区桜町1-20 西嶋三井ビル14階

百貨店　催事会場で働こう！　◆短期◆
『販売のお手伝い』
経験問わずで大募集!!
1日、短期など効率的に働けます

百貨店内多数同時募集
kyuujin.zensyokyo.org

お仕事情報↑検索

催事会場のご案内
百貨店が好きな方、お客様と接する仕事をお
探しの方、期間限定から始めてみませんか？
●新着情報
『北海道展』会場　5/31（水）～6/13（火）期間催事
時給／1000円～　交通費別途
時間／9：00～19：30　実働7.5h～
●どなたでもチャレンジできます
●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
長期希望の方へも紹介中
『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

訪問介護ヘルパー
資格はヘルパー2級以上　週に1回から
定年退職後の方も歓迎です
年齢は問いません

①登録型パート　時給／1200円～
　週1日～　1日1h～　希望時間
ふきのとうが転職・復職を応援!!
全力バックアップ
きっと介護が楽しくなる職場です

②正社員
給／16万円～　休／週2日
時／8：30～17：30　待遇面充実

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

正社員 パート

男女営業2名採用
全国の高校・大学同窓会名簿委託制作
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
別途手当　女性社員も活躍中

㈱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

ベーカリとお弁当販売
1名採用！　済生会熊本病院内売店
①9：30～15：00　②12：30～18：00　①or②
月～金5h勤務　時給／730円～　別途通勤手当
年休／6カ月継続勤務後取得可能

済生会熊本福祉センター
〒861-4127 熊本市南区内田町 3560-1

☎096-223-3330 担当：カナザキ

パ

和食レストラン　4月オープン
みんな一緒に
イチから同じスタート！
お休みや土・日もご相談

福利厚生が充実　年齢経験不問
まずは働いてみて！　笑顔と元気で
お客様をお迎えしましょう

オープニング時給6月末まで：900円
7月以降：830円
いろいろな働き方の選択ができます
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
希望時間で、かけもち、時短、自由
食事つき、女性活躍　積極採用中

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：西村ゆめタウンはません店

保育士さん、幼稚園教諭さん
お１人おひとりの相談を
受け付けています
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）

働きたいエリア、希望にあった求人
現在の状況にお答えします
定期研修で有利なスキルUP

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

『マルルは保育士のアドバイザー』派遣社員

受付事務
時給／750円　休日／土日祝
時／①8：20～13：20　②12：20～17：20
　　③8：20～17：20
勤務地／西部水道センター（西区池上町901-1）

第一環境株式会社
中央区水前寺6-3-6 ヨネザワ第2ビル1F

☎096-285-5036 （土屋・村上）

パ

不動産業務、未経験から始める営業職
マンツーマンでサポートしてくれるから
社会人としてスタートしたい方にピッタリ
給／16万円～25万円+歩合給+別途手当
時／9：00～17：30　休／4週5休制
GW・夏期・年末年始運休有、有給休暇
資格／要普免、学歴経験不問
待遇／昇給、各種保険など面談詳細
転職、復職の方もお気軽に!!

異業種からの転職も大歓迎
宅建主任士　大歓迎

男女ともに第一線で活躍出来ます!!

㈱中央住建不動産
中央区南熊本4-7-6 （南熊本交差点角）
☎096-375-0555 担当：こはら

①営業事務　②営業正社員

雇用形態が選べる保育士 ①期間契約（3名） ②パート
①時／7：00～19：00　内8h　週5シフト制
給／16万9000円　完全週休2日（日+他1日）
②時／7：00～19：00　内4～6h
時給／900円～　休／土・日・祝
有給休暇6カ月後　※勤務日は希望日

『子どもが好き』で明るく接することが
できれば、実務経験が浅い方やブラン
クのある方も大歓迎

契約職員は賞与1カ月、社保完、交通
費、退職金制度（1年間以上） 有給休
暇は雇用月より取得　※1年更新あり

津久礼ヶ丘保育園
菊池郡菊陽町津久礼 2-3

☎096-288-6591 担当：山田

社会福祉法人共生会

契 パ

中央区・東区 宝くじ販売
時給／800円（土日祝100円UP）+交通費
試用期間770円（4月末まで）　週4程度
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1F

☎096-323-6681（受付平日17時まで）

パ

調理 ①補助 ②全般

淀川食品㈱ 九州支店
中央区水前寺6-46-21 3F

☎096-387-6020 担当：野田

パ 正
東区小山の老人ホーム厨房　休／週2
①6：00～12：30　時給800円　②10：30～19：30
16万円～+年2回賞与　②要調理師免許　待遇／
社保完、交通費支給、食事補助有、マイカー可

①菓子製造　②炊飯製造
『日勤or夜勤』『短期or長期』選択可

男女ともに大募集！
安定した食品業界で働こう！

①おはぎ、いきなり団子の製造
②ご飯炊き込みの補助作業
時／①9：00～17：00　②14：00～22：00
時給／810円　深夜（22：00～5：00）時給1013円
休／週2　交通費、各種保険有　経験年齢不問

曜日・時間・日数など
経験問わず、ご相談ください
製造工場内の簡単な作業

㈱どんどんライス
南区会富町46（アクアドーム～車5分）
☎096-227-2881担当：原

パ

■150%拡大

①巡回クリーンスタッフ募集中
②未経験から始められる不動産事務
時給／①②750円～
　　　①季節手当有り3000円（１月・２月・７月・８月）
時間／①9：30～17：00
　　　②9：30～18：00シフト相談可、時短勤務可能
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
　　　交通費支給あり
※冷蔵庫や電子レンジも完備
※ミネラルウォーター・コーヒー・お茶など飲み物無料 職場環境も良く働きやすい♪

30代～50代の主婦活躍中！
丁寧に指導するのでご安心を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

熊本の住まいのために働きたい方募集中パート

介護ヘルパー
給与／正：月給18万円、パ時給：1200円～
1500円　資格手当5000円　賞与年２回
時間／8：00～18：00（応相談）。週休2日
勤務地／熊本市・合志・山鹿（直行直帰）

すずらん幸訪問介護事業所
北区植木町植木63、ライフステージ9-104号

☎090-9570-9350 担当：森山

正 パ

【扶養内】電話アポインター
時間／①9：00～14：00　
　　　②15：00～20：00（時間応相談）
時給／①850円～1150円
　　　②950円～1250円
※研修期間時は①800円②900円
待遇／雇用・労災保険※報奨金有
応募／まずはお気軽にお電話下さい
勤務日・勤務時間は面接時に相談

勤務日・勤務時間が選べます
うれしい短時間・土日祝休み
未経験の方も大歓迎

㈲ニシキノ
中央区帯山3-20-16

☎096-386-8222 採用担当

アフラック募集代理店

パ

しっかり働きたい方　必見！　
店頭でヤクルト商品の試飲宣伝活
動及び店舗巡回活動などのお仕事

事業内容/乳製品販売
充実した待遇で、働く皆さんを
しっかりサポートいたします

勤務地／熊本市内および近郊の　
　　　　スーパーなど
時間／9：30～18：00（休憩1時間）
給与／固定給150000円～+通勤手当
　　　（上限24500円）
休日／週休2日制（当社カレンダー）
資格／要普通免許（マイカー使用）
　　　※勤務時に使用した燃料費
　　　は支給
待遇／賞与（年2回）・定期健康診
　　　断・特別賞与支給実績有・制
　　　服貸与・有給休暇・特別有給
　　　休暇制度・社保完備（ヤクル
　　　ト健康保険組合）

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：中尾

嘱託社員 プロモーションスタッフ

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

■150%拡大

タイトルホールスタッフパート

時間／①10：00～16：00（ホール業務）　週3～5日応相談
　　　②16：00～20：00（お式対応業務）　　　　
時給／770円～920円　※未経験研修時給720円
勤務地／北区　4ホール
　　　・龍田ホール：北区龍田1-2-9
　　　・光の森ホール：北区龍田町弓削833-2
　　　・清水ホール：北区山室4-1-12
　　　・麻生田ホール：北区清水新地4-5-48
　　　南区　2ホール
　　　・島町ホール：南区島町4-15-1
　　　・はませんホール：南区出仲間6-12-7
　　　西区　1ホール
　　　・横手ホール：西区横手3-1-27
内容／ご来館されたお客様のお出迎え、ホール　　　
　　　案内、お茶出し、清掃など
資格／未経験者大歓迎！　研修（最長3カ月）あり
待遇／社会保険完備、年次有給休暇、交通費規定内支　
　　　給、マイカー通勤ＯＫ、半期ごとの人事考課制
　　　度により賞与年２回、社員登用制度有

ご希望に応じて
勤務日数を調整して
働くことも可能です

主婦多数活躍中！
あなたのライフスタイルに合わせて無理なく働けます
お気軽にご相談下さい

ファミーユ熊本 検索

〒862-0968　熊本市南区馬渡2-17-5

☎096-243-3322
　熊本支社担当／久保田
家族葬のファミーユ

■150%拡大

タイトル

子どもの都合で休みOK 主婦活躍中！
高校生可　掛け持ち、WワークOK

土日祝は食事付き！
がんばりを、しっかり評価

随時昇給あり

モスバーガーのレジ・調理・接客

内容／レジ、調理、接客全般。人と人との絆を実感できる、
　　　喜びと笑顔にあふれたお仕事です
時間／午前6：30～深夜1：30までの全時間帯で3～9ｈ（休憩
　　　含）。短時間OK（週1～OK)。子どもの都合で休みOK
給与／時給830円（研修制度あり）
勤務地／熊本東バイパス店：帯山2-6-14
待遇／交通費支給（当社規定）。土日祝は食事付き。随時昇
　　　給あり。車・バイク通勤可、高校生可、掛け持ち・W
　　　ワークOK、制服貸出
応募／まずはお気軽にご連絡下さい

〒862-0924　熊本市中央区帯山2-6-14

営業時間/午前7：00～深夜1：00☎096-383-0545 担当：榊原

モスバーガー　熊本東バイパス店

ア

+制作費540円

１枠あたり
（32.2×39.3mm）
8,000円（税込8640円）

＜掲載料金例＞


