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パ …パートア …アルバイト 委 …委託業務正 …正社員 契 …契約社員 派 …派遣社員
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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）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

●次回掲載は6月17日号ですパ …パートア …アルバイト正 …正社員 契 …契約社員 派 …派遣社員

単身向け食事提供
《配膳と下膳のレストランサービス》
時間5:00～9:30 実働4.5h 週3日～応相談

20食程度のブュッフェ形式です
時給900円＋規定内交通費 勤/船場町

魚国総本社熊本事務所
東区尾ノ上1-48-15-2F

☎096-383-2257
☎080-6449-8593 担当：松山

パ

百貨店　【短期催事】北海道展
即日～6/13（火） 北海道展
ご希望の日程でご相談承ります
登録はお早めに!!
楽しんでもらえるバイトです

中央区京町1-14-8
スカイハイツ1105

◆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

販売ノルマなし 未経験でも問題なし

アルバイト

（有）南九州マネキン紹介所

☎096-355-5482
担当：大坪

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

桂花ラーメンオープニングスタッフ
平成地区に7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830円～　
オープニング時給（3カ月間）1000円　
　　　　　　　　　  ※高校生800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、飲食半額有
通勤／車・バイク可
①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
②ホールスタッフ

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）
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3

お昼スタッフ急募
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～

※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

アパスタッフ
県大生、集まれ～！！

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～

ピザポケット 月出店
東区月出2-1-35 はじめハイツ

☎096-387-3900 担当：ウチムラ

パ ア

お弁当配達と販売
指定官公庁、企業に向けた配達と販売
時／10：00～13：00　実働5h　日数応相談
休日／土・日・祝　時給／900円
普免必須、経験年齢不問、ガソリン代支給

キーマカレー くっちゃん亭
中央区大江 6-19-3 （開新高校そば）
☎096-366-5411

パ

担当：久我・川上（平日・土 13：00～受付）

【夏のギフト短期催事】お中元
6/21（水）～ 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
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
今すぐ働けなくてもOK 【登録だけ可】
●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 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

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

駅乗車券販売 職員
《藤崎宮前・堀川駅で活躍しませんか》
経験不問、制服・電鉄バス＆電車パス有
時／6:30～19:00（シフト）　
休／日祝、隔週土曜　時給／810円

熊本電気鉄道㈱
北区室園1-1（北熊本駅）

☎096-343-2552 担当：中野

パ

コンビニスタッフ募集

◆未経験者歓迎◆
レジ・接客・店内清掃
品出し・発注など  　

菊池郡菊陽町津久礼2729（パチンコつかさ横）

☎096-232-6402 担当：舩場（センバ）

菊陽津久礼店

時間／①22：00～翌6：00
　　　　週2～3回からOK！
　　　②9：00～13：00
　　　③13：00～17：00
　　　④17：00～22：00
時給／①900円～　②③④720円～
待遇／制服貸与、昇給有、社員登用有
　　　車通勤OK！

研修期間有（同時給）
初めての方でも丁寧に教えますので
安心してご応募下さい
土日・長期勤務希望の方、大歓迎！
勤務日数は相談に応じます
希望の時間帯で無理なく働けますよ

働きやすい職場です
週2～3回でも大歓迎
まずはお電話下さい。

正 パ ア

学校給食　①栄養士　②調理スタッフ
給与／①栄養士（正社員）　18万円～
　　　②調理スタッフ　　850円
時間／8：15～17：15
休日／土・日・祝他
待遇／社保完備、交通費支給
　　　マイカー通勤可
勤務地／城西共同調理場（城西中学校内）
　　　　西区小島8-17-1

男女応募可
お気軽にお電話下さい

株式会社　三勢
中央区帯山3-8-44

☎096-383-2341 担当：大山

正 契

設計・監理・CAD・積算・事務職　他
建築に関わる設計その他業務です
CADオペ業務もあります
勤務地／西区熊本西高近く
時間／9：00～18：00内相談
給与／①月給18万円～②時給900円～
※研修期間時給800円～（応相談）
資格／専門有資格者優遇　経験者歓迎
待遇／昇給、保険完備、車通勤可

働き方を選びませんか！！
日時間帯交渉・早期退職者
ブランクのある方、同業者歓迎

㈲澤田建築事務所
西区城山下代2-14-31

☎096-329-8462 担当：澤田

正 ア

ピザのメイキングスタッフ

4つの店舗で大募集！
頑張り次第で昇給もあるので
やりがいのある職場です
幅広い年齢層が活躍中！

南熊本店☎096-372-3636
桜木店☎096-360-1818
託麻店☎096-388-0707
武蔵ケ丘店☎096-337-4747

〒861-8035熊本市東区御領1-7-41

☎096-388-0707 担当：各店舗店長

ピザ・カリフォルニア
託麻店

内容／受注や商品の作成などイン
　　　ストア業務全般
募集店舗／南熊本店・桜木店・託麻店・
　　　　武蔵ケ丘店の4店舗で募集
時間／10：30～23：00も間で1日3ｈ
　　　程度から応相談
給与／時給800円以上
　　　桜木店のみ820円以上
　　　※研修期間100時間は時給715円
休日／週休2日制（シフトによる）
応募／まずは各店舗にお電話下さい
　　　（営業時間/11：00～22：30）

ア

おむらいす亭スタッフ
ゆめタウンはません店
フードコートでの

調理補助、レジ接客業務

☎096-234-7234 

シンプルな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
（正）基本給18万円～+交通費支給
（パ）（ア）オープニング時給：1000円
4月～6月末迄　※7月から通常時給800円～
※別途交通費、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OK
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、子育て中の方
学生さん、平日のみ、土日のみの
勤務の希望等応相談　時給1000円

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

保育補助員募集
内容／保育士の補助、保育室の清掃
時間／14：30～18：30、週3日程度
時給／800円　※日祝休、未経験者
可、電話後履歴書持参下さい

東区戸島西6-2-72

☎096-368-4757　担当：上嶋

第2さくら園学校法人井島学園

アパ

英会話スクールでのサポート業務
仕事でグローバルセンスを磨けます
内容／生徒と講師とのコミュニケーションの橋渡し業務
資格／短大以上または海外で英会話の教育を修了した方
　　　インターネット及びPCの基本的な操作ができる方
　　　当社が指定する時期に入社できる方
給与／16万7000円～（各種保険完備）
　　　通勤手当・住宅手当有（各２万円の上限）
時間／早番10：00～19：00、遅番12：30～21：30
　　　（それぞれ１時間の休憩あり）
休日／週休2日制（シフトによる）、その他（夏期休暇3日間・
　　　年末年始休暇1週間）
応募／まずはお気軽にお問合せ下さい

学院の運営に関する業務を
担当するマネージャー職を採用
人と接する事が好きな方大歓迎

〒860-0845　
熊本市中央区上通町2-30　ニューキクチビル３階

☎096-359-6083 担当：岩崎

スクールコーディネーター正社員

ワシントン外語学院　 検索

デイサービス 介護職
働く方に合せてシフト作成

4ｈで週2回～4回程度　送迎兼務
時給／870円～　休日／土日

諸手当、社保、資格不問・無資格歓迎

あじさいのもり九州
南区砂原町200-1（アクアドームそば）

☎080-3957-8850 担当：北村

リハビリ特化型 デイサービス

パ

看護師経験から、さまざまな経験を積みたいと思い転職
私のやる気を「本気」にさせてくれる存在です

地域に根差し一人ひとり
じっくり向き合い寄り添うケア

STAFF 木村 さん

　　 　　　いろんな経験
を通じて協力し合える体制
正社員 パート

正社員、パート
1日2h程度パート
平日のみ、土日祝のみ
などご相談下さい

①箱根崎訪問看護ステーション（経験者優遇）
　（正）管理者（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～相談に応じます
②介護老人保健施設　ケアビレッジ箱根崎（2年以上経験者）
　（正）看護師：18万円～＋2万円（資格手当）、夜勤手当7000円/回
　（正）准看護師：16万4000円～＋1万円（資格手当）、夜勤手当7000円/回
　（正）介護職：15万8200円～＋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
時間　勤務体系により、面談時応相談
　　　資格取得研修、正社員登用制度などの体制あり

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

ーなぜ、転職しようと思われましたか？
木村さん（以下敬称略）：自分の能力に対して不安から逃げず
に勉強し、得た経験から、地域医療に貢献し、お一人おひとりに
じっくりと向き合い寄り添うケアを実現したいと思ったからです。
ー職場の雰囲気や職員について教えてください
木村：我が社の強みは、みんなで励まし合い、認め合いなが
ら、共に苦楽を分かち合う環境です。シフト調整も家庭の状
況や子どもの行事等に合わせて柔軟に対応してくれるので、
プライベートも確保でき、無理なく「働きながらやりがいをも
らえる場所」です。
ー経験や自信もないし、と迷っている人にメッセージを
木村：未経験や子育て中でフルに働けない。また、子育てが
一段落しこれから復帰し以前のようにバリバリ働きたいと
いったブランクがある方でも、研修やOJT、同行訪問など、一
人前に働けるようになるまで、先輩方からのサポート体制も
　　　　　　　　　万全なので安心して働ける環境です。
　　　　　　　　　　ぜひ一度見学にいらしてください。


