
2017年7月15日　土曜日　＜16＞

●次回掲載は8月5日号です

☎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

+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＞
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美 リビング求人ガイド
●次回掲載は8月5日号ですパ …パートア …アルバイト正 …正社員 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～

幼児教室　講師
週1日～3日勤務可（応相談）

時間／平日　15：00～18：00
　　　土曜　8：30～12：00
時給／1000円～1200円

節（とき）ナーサリー　学伸
〒860-0074　熊本市西区出町3-44

☎096-351-2886 担当：大河内

パ

学校事務[時短勤務可]
高校内での経理補助のお仕事

時給／950円+交通費　休日／土日祝
時間／9：15～17：15（実働5～7ｈ）　
勤務地／中央区黒髪

㈱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：内藤

派 [流通団地]一般事務
データ入力、電話応対、他

時給／950円～+交　休日／日祝他
時間／9：00～17：00または
　　　12：30～16：30　※選択可

㈱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：内藤

派

清掃スタッフ1名
場所／九品寺交差点電停徒歩3分
時間／7:00～12:00（休憩含む、実働
4H）　休日／日曜日
時給／800円 交通費別、作業服貸与

熊本ビルサービス(株)
中央区出水6-22-15

☎096-378-8190 担当：光永

パート

産婦人科清掃スタッフ
勤務地／島崎6丁目　時給／800円
時間／①7：00～11：00②13：00～16：00
　　　③8：00～16：00（週１回日曜のみ）
休み／①②日曜　③月～土

パ

（株）第一ビルサービス
中央区新町1-7-28

☎096-352-0306

電話オペレーター
勤務地／松橋本社・合志・田崎
時間／①12：00～21：00②18：00～21：00
給与／時給800円～（18時以降900円）
休日／土日祝　待遇／社保完備・交通費

㈱大嶌屋
〒869-0512宇城市松橋町古保山2715-19

☎0964-53-9475　木村

パ商品の箱詰め・発送業務
時間／9：00～17：00の間で3～8ｈ
給与／時給750円（パートも同時募集）
勤務／月曜～水曜で応相談
待遇／社保完備・交通費

㈱大嶌屋
〒869-0512宇城市松橋町古保山2715-19

☎0964-53-9475　木村

ア

①正看護師 ②准看護師
土曜を含めた週15h未満勤務できる方
時給／①1200円　②1100円　別途規定内交通費
時間／9：00～19：00　診療時間内1日
4h~6h程度　日勤のみ　休日／日・祝他

くどう皮ふ科医院
西区上熊本 3-22-21 （崇城大学そば）

☎096-324-7011 担当：堤

パ

介護・看護 《土日祝休みOK！》

日程の合わない方など
ご相談下さい♪

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 

派 正 パ

・土日祝休みOK！週2日～5日勤務可!!
・正社員・パート・派遣　働き方選べます♪
………………………………………………
時給／介護福祉士…1000円～1200円
　　　実務者（HP1級）…930円～1130円
　　　初任者（HP2級）…900円～1100円
　　　看護師…1150円～1550円
時間／1日4h～フルタイムまで可
休日／週2日～5日勤務可　※曜日相談可
待遇／社会保険完備、ボーナス支給、昇給
　　　交通費支給（上限3万5000円）、有給

7/20（木）職場見学会開催！
『特別養護老人ホーム　不二の里』
時間／14：00スタート（15：30終了予定）
会場／泗水町吉富2276-1（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　担当：松本・家入

←見学会の詳細
　コチラ
  ↓

0120-925-291

●笑庵
泗水町
富の原

●
不二の里

至熊本市

有朋の里泗水・
孔子公園

●

●マルショク

日田街道

至菊池渓谷

387

ツクイスタッフ熊本 検索

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

百貨店　①短期 物産展催事 ②TCカード入会受付

就活中、内定後の大学4年生の方
扶養内、他働き方相談受付中
グルメやスイーツが好きな方 大歓迎！

①8/9(水)～8/15(火)　7日間短期催事
ご当地グルメを扱う物産展
くまもと復興のお手伝い!!
時／9：00～19：30（7.5～8h）　休／シフト
時給／1000～1200円
交通費全額　休日自由選択
②TCカード入会受付
即日スタート　知識不要　パンフレットを
見ながら楽しくおしゃべりして説明!!
時／9：30～18：00（実働7.5h）　休／シフト
時給／スタートは1200円
　　　 半年頑張ったら1300円　交通費全額
土・日・祝限定でも大丈夫!!どしどしご応募下さい
スタート前に研修があるので安心
……………………………………………
●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

派

厚生労働大臣許可（般）43-010089
ナンキュウスタッフ　 検索

お仕事情報は
　　コチラ→

5店舗合同　ピザポケスタッフ
給与／（正社員）月給20万円～
（パ・ア）①デリバリー　時給850円～
　　　　（試用期間3カ月 時給800円）
　　　　※22：00以降 時給1063円～
　　　  ②店内業務　時給780円～
　　　　（試用期間3カ月 時給730円）
　　　　※22：00以降 時給975円～　
時間／10：00～23：30
　　※上記の間で1日3、4h～、週2、3日～OK！
資格／①要原付免許
………………業務内容………………
①商品のお届け
最初は先輩について回るので経験が無
くても安心です。配送エリアは決まって
いるのですぐ覚えられます
②電話対応、ピザのトッピング
マニュアルがあるので調理経験が無い
方でもおいしいピザが作れます
※時間・曜日お気軽にご相談ください

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

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

月出店
東区月出2-1-35 はじめハイツ
☎096-387-3900 担当：タケダ

武蔵ヶ丘店
北区武蔵ヶ丘1-14-12-1F
☎096-348-1777 担当：ナカムラ

力合店
南区島町 3-1-1（イオンタウン西熊本内）
☎096-320-2223 担当：タニザキ

正 アパ

デイサービス・小規模多機能スタッフ・訪問ヘルパー

リビング・ウイル・サポート
介護サービス事業部

東区下南部2-15-11（市営下南部団地そば）
☎096-388-2721

【介護スタッフ募集】
小規模多機能、デイサービス、訪問介護

正 パ
無資格でも大丈夫！

当社が資格取得を支援します。
初めての方でも安心して働けます。①常勤社員　②パート社員　③登録社員

給／①16万円～　②800円～　③1200円～
時／①8：30～17：30（週休2日）
　　②8：30～17：30（4～8h　週1～5回）
　　③1～4h　週1～5回
交通費支給、各種保険、諸手当

紳士服の補正
ミシン作業経験者歓迎（未経験者も可）
時給720円～　交通費支給（上限1万円）
時間／10：30～17：00（シフト制・応相談）
勤務地／スーツセレクト 熊本ニューズ店内

(有)リフォーム恵
福岡市中央区天神4-1-23-1107

☎092-738-7021（平日10：00～17：00）

パ

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～　他各種手当有
時／9：00～17：20　休／日祝・隔週土
詳細は「ハローワーク求人」43011-1965571で検索

㈱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

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

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

臨床検査技師
時間／8：30～17：30（常勤）
給与／18万円～
休日／完全週休2日制
　　　※経験者（5年以上優遇）

川野病院
中央区大江6-25-1 （JR新水前寺駅より徒歩5分）

☎096-366-3275 担当：那須

医療法人社団 杏風会

正 調理員 資格不要
※栄養科で勤務、雇用形態選択可
（正）13万5000円～　休日／週休2日
　　時間／シフト制
（パ）770円　時／シフト　休／希望相談可

パ

川野病院
中央区大江6-25-1 （JR新水前寺駅より徒歩5分）
☎096-366-3275 担当：那須

医療法人社団 杏風会

正

お仕事復帰ならマルルで！
ご相談のみもお気軽にどうぞ！
◆保育所の利用可能です◆
勤／お住まいの近くでお仕事ご紹介します！
時／1日4～8時間（例／9：00～16：00）
給／950円～1300円＋交通費
資／保育士、幼稚園教諭
休／土・日・祝 他（週3日～OK）

7/19（水）乳幼児救命講習
9：00～12：00@熊本中央消防署
受講・相談無料！ お気軽にどうぞ

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

保育サポート職◆短時間・土日祝休派遣社員

保育補助 資格不要
現在34名の職員が活躍中

時／7：00～13：00（6h） 13：00～19：00（4h）
休日は相談　《事前見学受付中》
時給850円～　通勤手当有　※時間応相談

大江こども園
中央区大江2-1-18（熊本学園大そば）

☎096-364-2090

パ

受付事務
時給750円　休／土日祝　勤務／水前寺
時／①8：20～13：20　②12：20～17：20
　　③9：00～15：00　①②③シフト
　　※①②③シフトはローテーション

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1階

☎096-285-5036 （土屋・柿内）

パ

児童養護 保育士
時／①6：15～15：15　②13：00～22：00
給／大卒18万3700円　短大卒16万8000円
手当1万6000円他も有　退職手当有
社会保険完備　休／4週9休　※詳細はHP

藤崎台童園
中央区古京町3-5（藤崎台球場そば）

☎096-352-5063 担当：上田

児童養護施設

正

外来 看護師
※日勤（午前のみも可）

時給／正：1000円～　准：950円～
時間、休日は働き方に応ず　詳細面談時
子育中、シニア層へも柔軟に相談受付

北部病院
北区四方寄町1281-3 （バス停より徒歩1分）

☎096-245-1115 担当：原

医療法人社団原武会

パ夜勤なし介護職
療養病棟とデイケアで募集

給／13万9000円～16万5000円　待遇面談時
時／7：00～18：30（8hシフト制）　週休2日
他資格手当・皆勤手当5000円　学童スペース有

北部病院
北区四方寄町1281-3 （バス停より徒歩1分）

☎096-245-1115 担当：原

医療法人社団原武会

正

①看護師　②介護職
本庄内科病院併設の介護老人保健施設が
4月オープン後、第2期追加採用
在宅復帰を医療ケア、リハビリで支援
給／①正看・准看 ②介護 （正）15万円～（パ）800円～
8:30～17:30・16:30～9:00・10:00～19:00
休日115日　年齢、経験、前職を考慮いたします
施設見学を実施していますので
現場の雰囲気を見てから決められます

新人へのサポート体制万全
ブランクや実務経験がなくてもOK

勤務開始日は応相談

心ほか（しんほか）
東区新外3-9-1（新外交差点そば）
☎096-285-6225

介護老人保健施設

正社員 パート

①日勤遅出ができる看護師　②看護助手
久しぶりに社会復帰したい方
資格をこれからのキャリアに
活かしたい方　実務経験がない方
年齢不問　いずれも歓迎です
①正看護師22万円～　准看護師17万円～
3交替・2交替・日勤帯のみ シフト交替制
8:30～17:30・10:00～19:00・11:30～20:30
休日115日　年齢、経験、前職を考慮いたします

②看護助手　無資格＆未経験
　8：30～17：30　時給800円～
　※日数相談　週休2日　※固定もOK

本庄内科病院
東区新外3-9-1（新外交差点そば）

☎096-368-2811

正 パ

㈱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）

東区・南区・北区 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

パ

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
「平成さくら通り店」30名大募集中

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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