
2017年7月1日　土曜日　＜16＞

オーダーメイド枕の作製・販売

初心者でも丁寧に教えます！
頑張り次第で正社員登用もあり

素敵な笑顔でお客様を
お迎えできる方を
お待ちしています

鹿児島県薩摩川内市平佐町1935-1

☎080-3182-2412 担当：上野

株式会社
エイティー今藤

給与／契：月給14万800円～18万8352円
　　　　　能力により6カ月間時給940円
　　　パ：時給780円
時間／契：9：00～21：00の間で8H
　　　パ：9：00～21：00の間で5H
　　　　（応相談）
休日／シフト制（週休2日）
資格／不問、簡単なPC操作
待遇／雇用・労災・健康・厚生・財形
　　　（雇用形態による）
勤務地／「マイまくら」ゆめタウン八代店
　　　　「マイまくら」ゆめタウンサンピアン店
　　　　「マイまくら」ゆめタウンはません店
応募／まずはお気軽にお電話下さい

契約社員 パート

医療・検査補助　募集
①看護師・准看護師②検査補助（眼科）
時間／8：30～18：00（２時間30分：休
憩）時給／①850円②800円　休日／
日・木・祝日　※試用期間有、2ケ月程度

播磨病院
合志市幾久富1866-343

☎096-348-3511 担当：赤星

医療法人セイト会

正 ギフト品販売・陳列
時間／10：00～19：00の間で応相談
時給／740円～
応募／お電話後、履歴書をご持参下さい
※月15日程の勤務。まずはお電話を！

サラダ館 光の森合志店　益城町店
合志市幾久富1758-287／上益城郡益城町惣領1429-6

☎096-248-8400

パ

清掃員募集！
週２回相談可能

時間／14：45～17：45　時給／800円
休日／日、年末年始、５月祝日
働きやすい職場です

デイサービスぽぽろ
中央区新大江1-9-27

☎096-371-3646　担当：相澤

パ

公文式教室スタッフ
採点、生徒さんへの学習指導、事務
時給／715円～　※火・金のみ
時間／14：30～18：00or14：30～19：00
資格／短大卒以上（学力テスト有）

公文式　東町教室
熊本市花立5-4-92-4

☎080-3761-1341 担当：古田

アパ

調理スタッフ募集
時間／6：00～19：45の間、実働8時間
給与／基本給：13万6000円
　　　職種手当：2000円（有資格者）
　　　精勤手当：3000円、早出手当有
　　　家族手当：1人4000円
待遇／各種保険、通勤手当、昇給有、
　　　賞与年２回(前年実績平均3.7ケ月）
休日／シフト制、週休2日制

まずは、お気軽にお電話下さい
無料駐車場あり

医療法人　日隈会

〒860-0832　熊本市中央区萩原町9-30

☎096-378-3836 法人本部　島崎

日隈病院

正

コンビニスタッフ募集
同時募集
①正社員②パート・アルバイト

年齢不問、独立目指す方応援！
未経験の方も丁寧指導

あなたに合った時間帯でOK

中央区白山2-2-1

☎096-363-0338 担当：原田

セブンイレブン
熊本白山2丁目店

給与／①15万円～
　　　②時給740円～
　　　※研修期間：時給715円
　　　　時給800円～（6：00～9：00）
　　　　時給925円～（22：00～翌6：00）
　　　深夜手当含
内容／接客・レジ・その他店内業務
時間／①24ｈ以内で異動8ｈのシフト制
　　　②24ｈ以内でお好きな時間に
　　　週2日～勤務OK、土日祝のみOK
　　　※短時間勤務もご相談下さい
資格／年齢・男女不問、未経験OK
　　　高校生・かけもちOK
待遇／昇給有、交通費支給、車・バイ
　　　ク通勤OK、制服貸与
応募／まずはお気軽にお電話下さい

正 パ ア

みなさん未経験から始めています。
明るくきれいな環境で女性（20～40代）が輝ける職場です！！　
【契約社員】
募集人員／10名
職種／商品発送スタッフ
内容／商品の発送・検品業務 他
　　　全国のお客様へ商品をお届けするための
　　　商品梱包・チェックなどの仕事です
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・冬期休暇、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
職種／商品発送スタッフ
内容／商品の箱詰め等（未経験でも出来ます）
時間／①8：30～17：30（実働8時間）
　　　②8:30～14：30、12：30～17：30（シフト制）
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／①雇用保険・社会保険加入　②雇用保険
　　　①②交通費支給（当社規定）、制服貸与

子育て中の方も
たくさん活躍されています！

学校行事も配慮したシフトで安心

発送　契約社員・パート　業務拡張のため同時募集契約社員 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

[南区]製造スタッフ
製品セットしてボタンを押すだけ！
時給／1000円+交　休日／交替シフト制
時間／5：40～14：10、 14：00～22：30、
22：20～5：50　※詳細面接

㈱野田市電子
人材ソリューション事業部

中央区世安町335　派43-300036　

☎096-322-0050 担当：中川

派

時短勤務可！接客業務
レジ・品出し・補充・接客等
時給／900円+交　休日／週休2日
時間／6：00～20：00（応相談）
勤務地／北区　※詳細面接

㈱野田市電子
人材ソリューション事業部

中央区世安町335　派43-300036　

☎096-322-0050 担当：中川

派

①介護職　②PT/OT　募集！
地／中央区帯山　勤／週1から可
①月～土　8：30～16：00/17：30
②月～土　9：30～13：30
時給／①900円（介護福祉士）/800
円～850円（ヘルパー等）②1800円
資格／介護福祉士、ヘルパー1・2
級、実務者・初任者研修等、PT、OT
他／制服有、車通可、処遇改善加算Ⅰ

デイサービスでのお仕事です
勤務日数・時間・お子様の

学校行事にも対応可能です！

ハローライフてくてく
中央区帯山7-7-41

☎096-381-2055 　木下（施設長）

アルバイトパート

製造補助　①和菓子　②炊飯
難しい作業はありません

夏季限定短期or長期　いずれも採用枠あり
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

レストラン街　ピエトロスタッフ
ゆめタウンはませんのパスタ専門店
サラダの盛り付けや、パスタを茹でて
ソースに絡める 『キッチン』

バイトが初めての人におすすめの 『ホール』

朝もゆっくり　夕方早め
プライベートはあなた次第

バイトするなら、ぜひピエトロで！

給与／時給800円　※入社祝い金+ボーナス
時間／①11：00～15：00　②17：00～21：00
　　　※2h～応相談
休日／希望シフト
待遇／規定内交通費、マイカー通勤、制服貸与、食事割引
《学生さんから幅広く採用中》

ゆっくり覚えていただきます
土・日は月1～2回程度で大丈夫!!

残業なしでシフト通りの時間　子育て世
代へは協力します　1週間毎のシフト作成
土日のみ勤務もOK　もちろん短期もOK

居心地のいいピエトロ
正社員を目指す方も歓迎
あたたかく迎えます

アパ

南区田井島1-2-1 ゆめタウンはません（本館1F）

☎096-370-5115 担当：武内

洋麺屋 ピエトロ

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

7月中旬 桂花ラーメンオープニングスタッフ
オープニング時給1000円！
未経験でも大丈夫
新しい店内でお仕事しませんか

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

オープニング時給３カ月1000円
3カ月目以降850円～
高校生800円
時間／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

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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至川尻

男女営業 2名採用
※高校や大学同窓会からの名簿委託制作
給／固定給20万5000円～　時／9：00～17：20
休／日祝・隔週土　普通車免許必須
※歩合+別途手当　楽しく社会に貢献

㈱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 電話案内業務
全国の高校・大学同窓会名簿制作委託
時／9：00～13：30　時給／820円～900円
休／日祝・隔週土　交通費、雇保
※駐車場完備　40～60代活躍中

㈱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

パ

障がい者施設 支援員
基本週休2日 《資格・年齢・経験　不問》
8:00～17:00 給与15万5700円～通勤手当別途
年休6ヵ月後取得、社会保険、労災保険
電話後履歴書送付、後日面談

済生会熊本福祉センター
〒861-4127 南区内田町3560-1

☎096-223-3330 担当：カナザキ

契

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
●学生さん初バイト歓迎
●シフトの相談はお気軽に
交通費別途、制服貸与、食事券支給
あたたかいお店を目指しています

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

和食レストラン庄屋
南区十禅寺 2-8-6

☎096-319-1221

十禅寺店

『和風レストラン庄屋』のホール・キッチンアパ

保育士サポートスタッフ＜1日4h・週3日～＞

実務経験のない方、家庭と
両立をお考えの方大歓迎！

保育士派遣のマルル 検索

派

…………………………………………………
勤務地／新市街・出水・大江・小山・戸島
　　　　春日・城山・植木・貢町・近見
　　　　富合・護藤・益城・嘉島・合志他
　　　　お住まい近くでご紹介致します。
時間／1日4～8h　9：00～14：00・10：00～
　　　15：00等　※ご希望の時間で調整可
月給／950円～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

お仕事復帰は保育士派遣のマルル
◆短時間・残業無・土日祝休OK
◆ブランク有も安心の研修制度
◆個別のヒアリングも充実！

＜＜WEB応募はコチラ
ご相談のみもお気軽に

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

百貨店　【短期催事】沖縄展
7/26（水）～8/1（火）
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円～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

リゾート気分のバイト
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

《9/1新規オープン》 介護・看護

お電話でも詳細
お話できます♪

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

・新規オープン施設（オープン前研修可）
・同法人デイサービス、特養も見学できます
………………………………………………
月給／介護…17万円～21万7000円
　　　看護…18万円～24万円
時間／介護…8：30～17：30、7：00～16：00
　　　　　    12：00～21：00、21：55～翌7：05
　　　看護…8：30～17：30　※相談可
休日／シフト制（月9日休み）※相談可
待遇／社会保険完備、交通費支給、昇給
　　　賞与（年2回／計3.5カ月分）、有給

7/12（水）職場見学会開催！
『介護付有料老人ホーム　いこいの里』
時間／10：00スタート（9：45受付開始）
会場／益城町福原1988-1（P有）

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

←見学会の詳細
　コチラ
  ↓
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●

●

●
●

〒
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木山営業所
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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7月15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

～熊本復興のためにはあなたのチカラが必要です～

+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＞


