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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6月3日号です

掲載料金
広告のお申し込み～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

パ …パートア …アルバイト正 …正社員 契 …契約社員 派 …派遣社員

庁舎内の日常清掃（嘉島町）
時間／月～金　7：30～13：00
　　　（5.5H）　有給あり
時給／780円
休日／土・日・祝、年末年始

㈲サン・ビルメンテナンス
中央区細工町1-51

☎096-325-5814 担当：江口

パ

店舗内清掃スタッフ
勤務地／熊本市中央区　休日／シフト制
時間／①18：30～23：00（深夜割増有）
　　　②23：00～24：30　
時給／①800円②1000円　

パ

（株）第一ビルサービス
中央区新町1-7-28

☎096-352-0306

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

[ 南区 ]総務事務
給与／17万円　交通費別途支給
時間／8：30～17：00 　休日／日他
内容／給与計算、データ入力、電話
　　　応対　※詳細面接にて

㈱野田市電子
人材ソリューション事業部
中央区世安町335

☎096-322-0050 担当：中川

契 [ 中央区 ]経理事務
時給／950円+交通費　休日／土日祝他
時間／9：15～17：15　
内容／伝票の仕訳業務、データ入
　　　力、他　※詳細面接にて

㈱野田市電子
人材ソリューション事業部
中央区世安町335

☎096-322-0050 担当：中川

派

子育て支援！育スタ制度
勤務地／北区　時間／9：00～12：00
電話案内受付事務職　時給／715円～
休日／土日祝休。春夏冬休みに合わせ
た長期休暇の育スタ制度有。詳細はHP

（一社）スリーアーチス
熊本市北区麻生田3-3-52　許可番号ユ-300100

☎096-342-5727 担当：ちから

子育てママのお仕事の両立を支援する

パ

入所者の生活を支えていくために職種による病棟看護
とは異なる役割から施設への想いが強くなりました

看護師と介護の関わりを兼務
常に考えて専門性を発揮

井手 さんケアビレッジ箱根崎 Staff 

　　 　　　いろんな経験
を通じて協力し合える体制
正社員 パート

福利厚生の充実など
会社説明会でしか
聞けない情報が
盛りだくさん！！

①介護老人保健施設　ケアビレッジ箱根崎
②箱根崎訪問看護ステーション　※訪問看護経験者
①（正）看護師：18万円～（経験者2年～）＋資格手当2万円、夜勤手当7000円/回
　（正）准看護師：16万4000円～（経験者2年～）＋資格手当1万円、夜勤手当7000円/回
　（正）介護職：15万8200円～（経験者2～3年以上）＋資格手当1万円（介護福祉士）、
　　　　　　　夜勤手当6000円/回、処遇改善手当
　※シフト制・2交代、夜・土日祝可能な方
②（正）管理者（要経験）：資格／看護師　年俸／450万円～
　（正）看護師：18万円＋2万円（資格手当）～
　（パ）看護師：1500円～　1日1h～相談
時間　勤務体系により、面談時応相談
　　　資格取得研修、正社員登用制度もご相談可

正：賞与前年実績3.7カ月
介護職は

プラス処遇改善手当有

箱根崎　採用 検索

北区植木町正清888（植木インターより車で5分）

☎096-274-7700 採用担当まで

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

少人数制の合同会社説明会
毎日随時、14:00～ ケアビレッジ箱根崎にて
要予約、筆記用具持参、履歴書不要

ー看護で歩んできた道で、病院勤務から介護施設に変わっ
た理由は？
井手さん（以下敬称略）：これからは生活を支えるという視点で
生涯看護師として活躍したいと思い施設を訪問してみました。
ー理想に近い看護を実践されているんですよね
井手：初めは、医療面との向き合い方と全く違う環境で働くの
で戸惑いもあり「医療現場から取り残される」という不安が
募った日も。しかし、頑張っている介護職員の姿で充実感が
湧いて、今では身の回りのお世話もこなしています。ここは、
意識の高い介護スタッフさんが多いと、私は感じています。
ー40代主婦、介護施設への転職について
井手：20代、30代の子育て主婦の方が、家庭と両立して実際
働いています。慣れるまでが早く、復職希望の方には環境が
　　　　　　　　　　　　暖かく働きやすいと思います。

ポスティングスタッフ
熊本市内を中心にフリーペー
パーなどを配布するお仕事です
勤務は平日週2日限定
難しい仕事ではありません

気持ちいい風にあたりながら
からだを動かしませんか

東区上南部2-6-85 （セカンドストリートそば）

☎096-285-5980

アパ

①ポスティング　時給800円
②ドライバー兼ポスティング　時給900円
時間／8：00～17：00　水・木のみ
資格／②要普通免許
待遇／制服貸与
応募／電話連絡のうえ、写真付き
　　　履歴書をご持参ください
慣れてきたら効率よく回れます
住宅地図を使って、ポスティング!!
気になった方は是非お電話ください
勤務開始日、ご相談できます

製造補助　①和菓子　②炊飯
難しい作業はありません
長く続ける人多数！

いろんなお母さん、がんばっています!!
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
時間／①②0：00～24：00内で希望時間
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
週2～5日勤務できる方

㈱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

〈看護師〉〈助看師〉〈保健師〉『出張登録会』
看護師紹介実績30年
参加無料 予約優先・来場特典あり
専任のコーディネーターがご案内

●就職に関する相談
●求人情報の閲覧
●入職時期が先などの悩み相談

中央区神水1-25-7 パワービル4階
☎096-382-2276

正社員、契約、派遣、パート、アルバイト
病院、クリニック、健診、旅行添乗、医療関連企業
など、色々な仕事が経験でき、自分の理想のワー
クスタイルへの疑問・質問にもお応えします
給与／働き方に応ず　年収：300万円～415万円
　　   月給：20万円～30万円
　　   時給：1300円～1500円
時間／1日4h～フルタイム　週2～5
休日／曜日相談可
待遇／社保完備、交通費支給、有給、ほか
……… 身近に登録できるチャンス ………
出張登録会日時／5月18日（木）　13：00～16：00
場所／ホテル日航熊本（藤）

正 派契

ナースパワー 熊本　 検索

←事前予約はコチラ
　友人とご参加歓迎！
  ↓

厚生労働大臣許可 43-ユ-010011　般43-300006

【夏のギフト催事】お中元
6/22（木）～ ギフト会場で
商品説明、試食、試飲など
週3日～曜日ご相談受付開始

百貨店内多数同時募集
kyuujin.zensyokyo.org

お仕事情報↑検索

時間／9：00～19：30　（実働7.5～8h）
時給／1100円～+交通費全額支給
休日／応相談
●サービス業界に興味がある方
●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】
初めてのあなたもOK！
かわいいラッピングが教えてもらえる特典付
フリーターさん、主婦の方、さまざま
ご応募お待ちしています

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

ナンキュウスタッフ

派遣社員

お昼スタッフ
①デリバリー　時給／850円～
②店内業務　  時給／780円～
時／10：00～23：00　1日3h週2日～

※お昼のパートさん大歓迎

ピザポケット 世安店
中央区世安町208 （エルセルモ熊本前）

☎096-351-2551 担当：サムカワ

パ スタッフ
①デリバリー　時給／850円～
②店内業務　  時給／780円～
時／10：00～23：00内で1日3h週2日～
※空き時間でご相談ください

ピザポケット 田迎店
南区出仲間 6-3-30-1F（明星保育園前）

☎096-214-3337 担当：ミヤモト

アパ

ホール・キッチン全般
※熟成醤油・味噌らーめん店

時給／830円～　経験不問、シフト制
時間／11：00～22：00　土、日のみ可
シフト相談も気軽に　ミセス活躍中!!

麺屋 西川商店
上益城郡嘉島町鯰1897-1 （HIヒロセ横）

☎096-235-6222 担当：マツフジ

パ ア

学童クラブ指導員
賞与1回有、要資格、ブランク・経験不問
働き方：週1回～空き時間で働くのもOK
時給760円～　有資格者810円～ 交通費有
13:30～18:00、8:00～18:00（夏休み）

ひまわりクラブ
合志市豊岡 2224-29

☎096-248-8889 担当：渡辺

合志南小学童保育

パ

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／780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 男女営業2名採用
全国の高校・大学同窓会名簿を委託制作
月給（固定）／19万5000円～+実績手当
時／9：00～17：30　休／日祝隔週土　普通免許必須
各種手当有　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

桂花ラーメンオープニングスタッフ
平成地区に6月新店舗オープン予定
オープンまでは新幹線口店にて
丁寧な研修を行うのでご安心ください！

働く時間も融通できます
平日・土日のみでもOK！

平成駅から徒歩10分が勤務先

南区江越 2-15-30

☎096-334-7788
㈱ファインフーズ

正社員／店長候補：月給25万円～　　
　　　　　　 社員：月給23万円～
　　　　※正社員 社会保険完備、寮完備
パート・アルバイト／時給800円～　
オープニング時給（3カ月間）1000円　
　　　　　　　　　  ※高校生750円
時／正：9：00～22：00（シフト制）
パート、アルバイト自由シフト短時間も採用!!
資格／未経験の方も大歓迎　※高校生もOK！
待遇／昇給有、制服貸与、スタッフ割引有
通勤／車・バイク可
レジ・料理の提供・洗い物・餃子盛付
ラーメンのトッピング等

正 アパ

☎096-355-7288

（平日 17：00まで）

新幹線口店 西区春日3-15-1

（平日 17：00～21：00まで）（土日祝 21：00まで）

『庄屋』のホール・キッチン　オープニング
時給850円+日祝手当あり 50円／h
時間／9：30～22：00内のシフト申告制
　　　1日4h～希望内で働けます
時給6月末まで900円　7月～850円
スタッフ向けの食事もついています
学生さん、主婦さん、シニア層まで
積極採用中!!
あたたかいお店を目指しています

みんな一緒のスタート
年齢に関係なく積極採用中！

和食レストラン庄屋
南区田井島 1-2-1

☎096-334-2015

ゆめタウンはません店

アパ

まずは相談・ご登録だけでもOK！　お気軽にどうぞ☆

勤務地／中央区：出水、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・富合
　　　　熊本市外：益城、御船、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／950～1300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

保育士サポートスタッフ＜1日4h・週3日～＞
『ブランクがあるけど、保育の仕事に関わりたい！』
『働きたいけど、家事と両立できるか不安…』

あなたのお悩み、◆保育士派遣のマルル◆にお任せ！
定期研修・個別面談など、安心のサポート体制◎

派

病院内 資格不問調理
15人体制、盛付・配膳・洗浄など

時間／16：15～19：15 （3h）
時給／800円　勤務曜日相談可
※週1日～働けます、どうぞお気軽に面談を

龍田病院
中央区黒髪 6-12-51

☎096-343-5819 担当：下田

パ

百貨店　【催事】北海道展
5/31（水）～6/13（火） 北海道展
ご希望の日程でご相談承ります
人気がある催事のため
登録はお早めに!!

（有）南九州マネキン紹介所
中央区京町1-14-8 スカイハイツ1105

☎096-355-5482 担当：大坪

◆期間、休日など登録時説明
時給／1000～1200円+交通費全額支給
時間／9：00～19：30　（実働7.5～8h）

……短期・長期　お仕事情報多数……
その他食品、アパレル、雑貨、フォーマルなど
各売場で学生さん、フリーターさん、主婦の方
期間限定から始めた方ががんばっています

kyuujin.zensyokyo.org
お仕事情報↑検索
多数掲載中

厚生労働大臣許可（般） 43-ユ-010004

北海道の名産品
試飲販売、サンプリング

仕事を終えてのショッピング

アルバイト

定食屋でスタッフ増員　ホール・キッチン
時給850円+日祝手当あり 50円／h
時間／9：30～22：00内のシフト申告制
　　　1日4h～希望内で働けます
スタッフ向けの食事もついています
和やかな職場で働いてみませんか
学生さん、主婦さん、シニア層まで
積極採用中!!

平日、週末、どちらかでも働けます
この店からはじめてみませんか

定食屋百菜旬
上益城郡嘉島町上島 2232
☎096-235-6280

イオンモール熊本店

アパ

東区・菊陽町 宝くじ販売
時給／800円（土日祝100円UP）+交通費
時間／9：40～18：50（実働5h）
週4日程度、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


