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☎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＞リビング求人ガイド
●次回掲載は

　　4月7日号ですパ …パート 委 …委託業務 紹 …紹介

正 …正社員 派 …派遣社員

こども園の看護師（正・准）
医務室・0歳児室で子どもの見守り
時給／1100円～　時／8：30～17：00　週休2日
急なお休みにも対応できる職場
※平日のみ勤務　時間相談可

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

バスを運転する楽しさを発見できる説明会
《毎週金曜日13:00～15:00随時開催中！》
●会場：熊本都市バス小峯営業所
　（東区月出 ゆめマート小峯そば）
【説明会内容】 体験試乗と質疑応答などを含めた2時間程度
……………………………………………………………………………
給与／20万円～25万円　諸手当含む　※時間外手当、休日出勤手当有
年齢／21～53歳位まで　時間／実働7時間10分（シフト制）　休日／年間84日
資格／大型二種免許　※普通免許取得後3年以上の方も応募可
待遇／各種保険、制服貸与、家族給、規定内交通費、退職金制度
　　　昇給年1回、本採用後賞与年2回有、女性専用休憩スペース有
……………………………………………………………………………
応募／電話・メールにて事前予約。 男女共にご参加いただけます。

入社後全員に支度金10万円支給！
大型二種免許取得養成制度を実施
免許取得中も賃金支給制度あり
ぜひ説明会でお話聞いてみませんか？

☎096-312-0633
担当：江頭（平日のみ 9：00～18：00）
saiyo@kumamoto-toshibus.co.jp

正社員 熊本都市バスの運転士募集 !!

熊本都市バス　 検索

●携帯ならQRコードでメール応募→
●PCなら

熊本市中央区本山 2-9-32

①看護師　②介護福祉士　③介護士
③時給800円 希望の働ける時間OK
夜勤は全くありません
補助業務中心なので初心者可

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

お子さんを院内に無料で預けて
安心して仕事に取り組める環境です
時間／①2交替制　②③8：30～17：30
休日／パート：希望日　正社員：年間108日
時給／①正看1200円～　准看950円～　②900円～
正社員採用も可　※③希望者には夜勤可
資格・皆勤・夜勤各手当別途支給　
各種保険、交通費、車通勤可　希望は面談にて

パート

看護助手　①常勤　②パート
給与／①夜勤有：16万3600円～
　　　　日勤のみ：13万7600円～
　　　　夜勤のみ：18万7600円～
　　　②時給800円～1150円
時間／①日勤8:30～17:30、夜勤
　　　　16:00～翌9:00　②9:00
　　　　～15:00（2～5ｈ程度）
休日／週休2日制（シフトによる）

①常勤 ②パートの2種で募集
年齢不問！　社保・諸手当完備
応募は随時電話にて受付中！

東病院
南区出仲間5-2-2

☎096-378-2222 担当：堀田

医療法人  東陽会

正 パ

業務拡大に伴いスタッフ大募集!!
短時間勤務～ＯＫ！
初心者歓迎☆

①ケアスタッフ（正・パ）②デイサービス生活相談員（正）③サービス提供責任者（正）正 パ

◆未経験者も歓迎
◆衛生的かつ軽作業なので安心
◆ご本人の希望、志向を考慮し、
リーダー職・管理職へのチャレ
ンジ・キャリアアップの機会有

＜厨房スタッフ（パ）も募集>
6:00～20:00の間で2～8ｈ
時給800円（早朝は900円）

週1日～OK

中央区新町1-10-30

☎096-353-5025 （受付/月～金 9:00～17:00）
学研ココファン新町　　

東区小峯3-1-10

☎096-381-7161 （受付＝西原/ 9:00～17:00）
学研ココファン小峯

中央区神水本町13-1

☎096-383-5860 （受付/月～金 9:00～17:00）
学研ココファン神水　　

中央区水前寺1-24-1

☎096-384-0222 （受付/月～金 9:00～17:00）
学研ココファン水前寺公園

東区尾ノ上1-25-30

☎096-285-5566 （受付/月～金 9:00～17:00）
学研ココファン尾ノ上　　

東区西原2-7-1

☎096-381-7161 （受付/月～金 9:00～17:00）
学研ココファンにしばる

時間／①（正）7:00～21:00の間で実働8ｈ　夜勤2～5回/月
　　　　（パ）7:00～21:00の間で2～8ｈ
　　　②8:00～18:00の間で8ｈ
　　　③7:00～21:00の間で8ｈ
　　　※（パ）勤務は、週1回からＯＫ（週5日も可）
　　　※夜勤専属スタッフ（パ）は17:00～翌9:00　実働14.5ｈ
休日／（正）週休2日（シフト制）
給与／①（正）20万8000円～（各種手当込、夜勤手当別途）
　　　　（パ）時給950円～
　　　②（正）22万8400円～（各種手当込）
　　　③（正）22万8400円～（各種手当込）
　　　※夜勤専属スタッフ（パ）は
　　　時給950円＋夜勤手当4000円＝1万7775円（1夜勤）
　　　月2回～
応募／まずは気軽にお電話を。見学のみも随時受付中です

学研ココファン 検索

清掃スタッフ　未経験大歓迎

遊技場での清掃作業です
女性スタッフ活躍中。朝の空いた
時間を有効活用　ＷワークＯＫ

ブランクがある方も
しっかりとした

研修があるので安心！

福岡県飯塚市花瀬32-1

☎0948-22-1718 人事課

㈱トキワビル商会

時間／①7:00～9:00（南高江店）
　　　②16:00～22:00
　　　　（北部店、南高江店）
給与／①時給1000円
　　　②時給850円
勤務地／ベルエアMAX南高江店
　　　ベルエアMAX北部店
休日／店休日、シフト制
待遇／交通費支給・車通勤ＯＫ　　
　　　研修制度あり、制服貸与
応募／面接は現地で行います
　　　お気軽にお電話下さい

パート

施設見学 随時受け付けています
南区御幸西、東バイパス流通団地入口
交差点より　車で3分!

住宅型有料老人ホーム『はなな』　4月中旬新規オープン

☎096-285-3102
担当：開設準備室

南区御幸西 3-9-36（勤務地）

面接地／中央区平成3-18-20-310
　　　　エディオンくまなん店裏
待  遇／交通費支給（規定内）
　　　  車通勤可（無料駐車場有）
　　　  各種保険完備、制服貸与
応  募／面接は随時。 入社日等も相談可
　　　  お気軽にお問合せ下さい

住宅型有料老人ホーム

入居者様　定員37名
訪問介護、訪問看護事業所を
併設し、連携していくことで

充実の介護・看護が提供できる体制

………………… はななからのメッセージ …………………
これまでの経験を生かし、さらなる向上心と
効率的なＩＯＴ化で組織運営されている会社です

＜介護ＩＴ化導入で効率化＞
１．社員満足度
２．ＩＴ 化による事務処理効率化で、無駄な残業カット
３．長く安定して働ける会社を目指しています
４．残業のない勤務体系

◆ 目指す職場の雰囲気 ◆
志向性とやる気次第で、年齢や経験にとらわれず
満足して仕事のできる環境を提供したいと考えています

…………………………………………………………………
看護職員：①（正社員）月給16万5000円～24万円
　　　　  ②（パート）時給900円～1350円
介護職員：③（正社員）月給15万円～20万円
　　　　  ④（パート）時給800円～1150円
夜勤専従職員：（準職員）⑤日給1万5000円　※緊急時対応
　　　　　　　　　  　⑥日給1万3000円　※看護業務全般
時間／①③（A）6：00～15：00　（B）11：00～20：00
　　　　　（C）8：30～17：30　（D）19：00～翌9：00　※交替制
　　　  ②④希望時間で曜日等ご相談ください
　　　 ⑤⑥19：00～翌9：00
休日／（正社員）シフト制（月8日）　（パート）希望日応相談
資格／①②⑤　※正看、准看有資格
　　　③④⑥　※介護職員初任者研修終了以上
　　　ほか資格・経験問わず応募も可能です

待遇・福利厚生・諸手当
面談時個別に決定させていただきます

正社員 パート

株式会社クローバーフィールド

8月オープン　有料老人ホームスタッフ
30床の新しい環境で活躍しい方
4月より面接開始
入社時期はご相談ください

南区田迎 2-65-1（ユーズドショップ五番街そば）

☎096-342-6111 担当：志田
（準備室  ㈱ハピネスライフ）

住宅型有料老人ホーム

①介護職員　※初任者研修
　（正）14万3000円～　（パ）時給800円～
②介護福祉士　（正）16万円～　（パ）時給850円～
③看護師
　（正看）20万5000円～　（パ）時給1100円～
　（准看）18万5000円～　（パ）時給1000円～
④サービス提供責任者　※介護福祉士
　（正）18万4000円～
⑤調理　（パ）800円～　※経験年齢資格問わず
時間／①②④7：00～19：00（8h）
③8：30～17：30　⑤6：00～19：00（5h程度）
※①②当直・夜勤あり　④当直あり
いずれも休日交替制、週休2日
別途手当あり、経験等により異なります
■「心のぬくもりのサービス」を
　 大切にしたいと考えています

正 パ

働き方、待遇、福利厚生等
しっかりご相談できます
勤務地：南区けやき通り

クリーンスタッフ
勤務地／南区十禅寺3丁目（南署前）
時間／8:00～11:00　休日シフト制
　　　　（月2日程度14～18時勤務有※応相談）
給与／時給750円（試用期間740円）

（株）第一ビルサービス
中央区新町1-7-28

☎096-352-0306

パ

く
ま
も
と

し
ご
と
人

美

事務
PC基本操作ができる方

時間／9：00～16：00　残業なし
時給／850円～　休日／日祝・隔週土
交通費・雇用保険　希望はお伺いします

㈱旭出版
上益城郡益城町広崎497-2（健軍電停より7分）

☎096-289-1300 担当：タナベ

パート

学校給食の配送業務
勤務／長嶺共同調理場　普通車免許必須
男女問わず応募できます　年齢不問
休／土・日・祝　他長期学校休みに応ず
時／7：30～16：30　実働8h　時給1000円

魚国総本社九州支社熊本事務所
東区御領 8-5-5 B棟2号室 （熊本インターそば）

☎096-349-7815
☎080-6449-8593 担当：松山

パ

百貨店の人気のいろいろ（催事）と長期・短期の（売場）

＜百貨店催事情報＞
◆4/25（水）～30（月・振） 「四国・瀬戸内の物産と観光展」
◆5/2（水）～5/8（火） 「イタリア展」
時給／1000円～1200円　交通費は全額支給します
時間／9：00～19：30 （働き方に応ず）　休日／ご相談できます
※土、日、祝のみの限定パートもあります

………………………長期・短期の売り場情報………………………
●ミセスやフリーター向けの常設売場
●アクセサリー・宝飾品・バッグ・雑貨・紳士服・婦人服・フォーマル・和装・食器など
　ブランドショップ・食品など

楽しく接客しながら、販売をする仕事です
あなたにピッタリの仕事情報をご紹介中！！
働き方、職種へのアドバイスなどご相談できます

紹

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 43-ユ-010004

（有）南九州マネキン紹介所

まずは登録だけ!!
専業主婦、フリーター、多数活躍
GW中の情報も多数紹介中

西区の新規施設と病院の調理全般
盛付・配膳・洗浄　勤務地は西区
河内町（新規施設）と病院内の厨房
＜資格や経験は問いません＞
●障がい者支援施設　西区河内町
時間／（正）①5：45～14：45　②10：00～19：00
　　   ※シフト制　月22日程度（①は月8日程度）
　　   （パ）③6：00～12：00　④14：00～19：00
給与／①②17万円～19万円　   調理全般
　　　③④時給800円～830円　調理補助
●緒方医院　南区奥古閑（天明中から徒歩4分）
時間／（パ）⑤6：30～12：00　⑥10：00～13：00
　　　　   ⑦15：00～18：30
時給／800円～850円
　　　⑤⑦調理全般　⑥調理補助
※パート：3h～、週3日～応相談
休日／（正）シフト制　（パ）働き方に応ず
待遇／交通費、制服貸与、社保完備
…………………………………………………
『医療と福祉で働く』という、やりがいがあります
勤務開始時期はご相談ください

西区城山 2-7-11（ゆめマート城山そば）

病院・福祉の食事サービス

☎096-329-7500 担当：工藤

ブランク、シニアさんも
働き方のご相談お気軽に
近隣にも多数勤務地あります

正社員 パート

POLAビューティーディレクター

POLAの魅力やビジネスのしくみ
いきいきした美しい人生にチャレンジ!!
高収入を目指せるショップオーナーへの
実現に向けてキャリアを積みませんか

東区健軍 4-14-25 光永ビル203
（健軍校前電停2分）

☎080-1733-0310 担当：坂本

………………＜月額報酬＞………………
ステップアップコース…15万円
※働き方や福利厚生はご説明いたします

「好きなことを仕事にして、収入を得たい！」
そんな方のために必要な技術が
いちから学べます
転職の不安や悩みにしっかりアドバイス

●美容の知識を学びたい
●ショップオーナーに
　なりたい
●子育て中の働き方など

着信後、折り返しご連絡差し上げます
内容についての質問など、気軽にお電話ください

委託業務

PASSO（パッソ）


