
2018年5月26日　土曜日　＜18＞
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8,000円（税込8640円）
【掲載料金例】1枠あたり

☎090-7167-9774　FAX050-1351-3763
f-tｗoエフ・ツー 担当：藤本 TKUヒューマン 担当：森本

☎096-359-3412　FAX096-312-3153

●次回掲載は6月2日号です
パ …パート 委 …委託業務

派 …派遣社員

ア …アルバイト

正 …正社員
契 …契約社員

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
　　　　（北部店・南高江店）
　　　②10:00～16:00（北部店）
　　　③16:00～22:00
　　　　（北部店、南高江店）
給与／①時給 1000円
　　　②③時給 800円～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

自宅での内職
箱の組立、シール貼、DM封入、封緘、袋入れ
ご自宅～当社間を持ち運びできる方
給与出来高制　詳細は面談時説明
1日4、5h程度　手軽にできます　

アクセラ株式会社
北区麻生田 3-16-65（麻生田郵便局そば）

☎096-277-5920

委託

おんがく保育園の保育士
音楽に自信がない保育士さんも
子どもが好きな無資格さんも
不安なく楽しく働けます
①産休育休代替（契約）　時給1000円　8：15～17：15
②時短勤務（パート）　時給850円～　午前or午後
休／日祝・土シフト　交通費・車通勤・他保険
資格や経験も活かせる
心と体を使った音楽遊びの活動

育児休暇もしっかり取得
スタッフ同士の連携を
大切に取り組んでいます

こうしおんがく保育園
合志市幾久富 1906-7 （マルキョウ合志店そば）
☎096-348-3020 担当：西口

社会福祉法人 不二学園

契約 パート

温泉施設 館内スタッフ

からだを動かし健康的になりませんか
土日祝や平日のみの限定でも採用中!!

東区石原2-4-11（東バイパス沿運動公園入口）

☎096-335-8000

つる乃湯熊本インター店  （有）ティ・エイト

パート アルバイト

■研修中も同じ時給です！！　■随時昇給
■車、バイクなど通勤可　　  ■制服貸与、各種保険
………………………………………………………………………
①ホテル清掃　　週2日～：時給790円～850円　4～5h程度/1日
　　　　　　　　週4日～：時給850円　　　　    4～5h程度/1日
　　　　　　　　※9：30～の勤務です
②フロント受付　  週2日～：時給830円～920円
　　　　　　　　ⓐ9：00～14：00　ⓑ10：00～17：00
③夕食調理補助　週2日～：時給880円　16：00～21：30
④家族湯の受付・清掃　週2日～：時給900円　5～6h程度/1日
　　　　　　　　　　  ※17：00～の勤務です

●お子さんを学校に出し、帰るまで…
●Wワークで収入UP…
●学生さん、シニアさん
　安心して働けます

学童保育支援員
お仕事復帰も歓迎　家庭と両立

時間／13：30～19：00　4.5～5.5hシフト
休日／日祝・月1回程度土曜勤務あり
時給／810円～　※資格は問いません

南ヶ丘小学校学童保育
なかよしクラブ

合志市幾久冨 1909-1305（学校生協そば）
☎096-288-2844 担当：前田

パート

いろいろ（催事と各売場）

　　　　　①お中元会場   6/20（水）～7/23（月）
　　　　　　いよいよスタート！！ 接客対応が中心です
　　　　　②北海道展　   5/30（水）～6/12（火）
　　　　　　まもなく〆切！！ 夏休み前のおこづかいに
　　　　　●期間限定で働けるから楽しく集中できます

    時給／1100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

●おしゃれな場所で働きたい方必見！!
  働き方のお悩み相談も受付中です

…………………… 長期・短期のおすすめ情報 ……………………
　　　●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

中央区京町1-14-8 スカイハイツ1105

☎090-5749-7985 担当：大坪

厚生労働大臣許可 43-ユ-010004

ナンキュウスタッフ

主婦にも嬉しい仕事情報
今すぐ働けなくても登録

多職種紹介中！！
＜百貨店での長期・短期・単発情報＞

（般） 43-010089

☎096-355-5482 （平日）

パート

こどもセンター内お掃除
朝4hを有効的に！ 家事の延長でムリなく
時間／7:30～11:30　時給／737円　土日祝休
《午前中のみ》床モップ、じゅうたん掃除機
シニア世代を応援　勤務地／中央区大江

㈱ボーラ
中央区本荘町 737-6 (土・日・祝の受付)

☎080-1735-9548 担当：かいどけ

パ

①同窓会運営サポート ②書類作成・電話応対
①学校訪問の正社員
給与／21万円～＋歩合＋別途手当
時間／9：00～17：20　休日／日・祝・隔週土
大卒　普通免許　熊本本社勤務　他面談時

②完全内勤の営業補佐
時給／800円　勤務日はご相談に応じます
休日／日祝・隔週土曜日　PC基本操作
交通費支給・雇用保険　他面談時

異業種転職者多数
高校・大学同窓会関連

書籍を手掛ける出版会社
㈱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

正 パ

クリーニング配送
2ｔ車で病院寝具等の積み下ろし

時間／7：30～16：30　8h
月給／15万円～、社保、通勤手当、車通勤可
休日／土日・祝日　6カ月勤務後年休有

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

契約

高齢者施設での調理
家庭料理中心・簡単な作業・洗浄

時間／①6：00～12：00
　　　  ②13：00～19：00

時給／800円　週5日程度で相談可
株式会社 太陽
北区室園町 9-15

☎096-346-1230
☎080-3960-0692 担当：ノムラ

パ①フルタイム事務員 ②水道メーター検針員
公共事業に携わるお仕事
①受付・電話対応・その他一般事務
時間／8：20～17：20　時給／850円
PC基本操作ができる方、経験年齢不問
②指定地域の水道メータ－の検針
時間／9：00～15：00　※日数相談
日給／4000円＋検針件数に応じて加算
※月収例：約8万円　1日/180件×8日稼働

交通費支給・各種保険・制服貸与
休日／①土・日・祝、年末年始
　　　②働き方に応じた日数
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1F
（県庁前バス停 徒歩5分）

☎096-285-5036 担当：村上・米村

パート

病院 ①調理 ②食器洗浄 中央区坪井
働きたい幅広い世代が在籍しています
日数、時間は希望優先します
①調理全般（20食程度）　調理・盛付・配膳・洗浄
　時間／ⓐ6:00 ～15:00　ⓑ10:30～19:30
　※フルタイムは調理がメインになります
②食器の洗浄　時間／16：30～19：30
①②時給800円～850円　休日／面談時
●勤務地／藤崎宮駅より徒歩3分

朝・夕時間の有効活用
資格や経験も問いません
なんと、交通費全額支給

㈱南九州ニチダン
西区城山 2-7-11（ゆめマート城山そば）
☎096-329-7500 担当：工藤

パート

給食調理
※定年による採用　働き方応相談

時間／5：45～19：15内 3交替制
給／14万5500円+手当1万2000円+賞与
時給／800円　1日～働けます

龍田病院
中央区黒髪 6-12-51

☎096-343-5819 担当：下田

正社員 パート

調理スタッフ ①学校給食 ②学生寮
①城西共同調理場／8:15～17:15
　休日／土・日・祝、春・夏・冬休み有り
　時給／850円
②慶誠高等学校内
　平日／14:30～17:30
　土日／9:30～17:30（時間は応相談）
　（平日のみ、土日のみでも可）
　時給／800円（土日は時給830円）

当社規定により交通費支給します。
お気軽にお電話ください。

株式会社 三勢
中央区帯山3-8-44

☎096-383-2341 担当：大山

契 パ

《介護・看護》 イオンで就職フェア！！

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

ツクイスタッフ熊本支店　中央区桜町1-20 西嶋三井ビル14F　担当：松本・井上

■デイサービスでの介護職　※送迎＆残業なし
勤務／西区花園　時間／8：30～17：30
時給／介福：1000円～　初任者：900円～
休日／週休2日制（土日休み可）
■病院での看護職　※託児所あり
勤務／西区上代　時間／シフト制
月収例／18万8000円～23万500円　※手当含む
休日／シフト制による月9日休み
待遇／社保完備、交通費、賞与年2回（4カ月）
残業ほぼなし！！ しっかり教えてくれます♪
…………………………………………………
その他、正社員・パートの求人多数ご用意！！
5/30（水）10：00～16：00 ＜出入り自由＞
イオンタウン田崎 1F 中央通路

←お仕事情報
　450件以上
　↓

0120-925-291

ツクイスタッフ熊本 検索

お電話での
相談も歓迎♪

◎求人の一部をご紹介◎

オープニング調剤薬局  黒髪・長嶺  薬剤師
みんなで新しい薬局、働きやすい雰囲気を
作りませんか？　当薬局は既存店舗8カ所で
かかりつけ薬局を目指しています
既存店研修後新店へ配属　他店舗も応相談
時／各店舗による　9：00～18：00（8h）　週40h
◆正社員　年俸制：月36～50万円　※経験年齢等考慮
◆パート　時給2000円～2300円
※その他手当については面談にて

年間休日126日（日・祝・年末年始等）
待遇面も整え長く働きたい方にも
安心して勤務して頂けると思います
グリーン薬局 神水店
中央区神水 1-33-11 （肥後BK神水支店前）

☎090-8224-5418 
開局準備室 担当：今井

正 パ

乗車券販売
《時給UP!!　藤崎宮前・堀川駅で活躍》
経験不問、制服・電鉄バス＆電車パス有
時間／6：40～19：10　シフト

休日／日祝、隔週土曜　時給／850円

熊本電気鉄道㈱
北区室園1-1（北熊本駅）

☎096-343-2552 担当：中野

パート未経験から挑戦できる ホールサービス
異業種から飲食業界へ転職したい方
ワクワクする気持ちを実現するチャンス
給与／24万円～35万円　諸手当含
　　　前職、経験により考慮
休日／月4日～6日 ほか
時間／10：00～24：00内で実働9h
※履歴書郵送、店舗で面接
詳しくは面談時に要望をお聞きします

あなたの接客で
お客様を「笑顔」に

雑魚屋 熊本東急REIホテル店
〒857-1162 佐世保市卸本町 16-2 （本社）

㈱庄屋フードシステム

正社員

0120-1818-34 担当：西村

一般事務
内容／書類入力や整理、及び多肉植物
　　　の生産販売をしていただきます。
時給／850円
時間／10:00～14:00 or 15:00（応相談）
休日／土日祝
資格／エクセル（表計算程度）
待遇／雇用・労災・車通勤可、私服OK
備考／残業なし

お子さんの急なお休みにも
相談に応じます。

気軽にご相談ください。

アイ・エス㈱
東区新外2-3-16

☎096-365-4244 担当：今村

パート

職／衣料品販売、ウェブサイト、事務
時／9:30～20:00　シフト制
給／800円（最初の3カ月は780円）
休／定休日 火曜日　※他応相談

acoustics
中央区下通2-7-37

☎096-356-2104 担当：杉山

（有限会社 アコースティックス）

スタッフ3名募集パ


