
2018年6月16日　土曜日　＜12＞

広告のお申し込み

+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＞

●次回掲載は
　　7月7日号ですパ …パート

委 …委託業務

ア …アルバイト

正 …正社員

紹 …紹介

☎096-359-3412
FAX096-312-3153

TKUヒューマン

担当：森本
FAX050-1351-3763
☎090-7167-9774
f-tｗoエフ・ツー

担当：藤本
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アポインター

東区新生1-44-20 第2大津ビル2Ｆ

☎096-365-6261 担当：宮本

日本健康スマイル

パート
時給／800円～1200円＋報奨金　
時間／9：00～17：00、10：00～17：00
休日／土日（週休2日制）　内容／商品
の電話案内（ノルマなし）、経験者優遇

(株)リージェントグループ

飲食業における接客
学生さんも主婦さんも活躍中！！

時間／17:00～21:30　時給／800円
勤務日数／週2～3日（シフト制）
※日曜定休　※車通勤可能

かつ美食堂
東区長嶺東7-11-18

☎096-380-2987 担当：上田

パ ア

《8月リニューアル》販売接客・レジ対応
黒糖ドーナツ棒のフジバンビ
鶴屋内売場のリニューアル
オープニングスタッフ募集！
みんな一緒に安心スタート！

精勤手当・交通費一部負担
未経験者歓迎！
社会保険完備！

《安心》・《安全》の企業

北区四方寄町1445-1（本社）☎096-245-5350 担当：生産事業部 黒川

● やりがいある正社員 ●
給与／15万円～、昇給・賞与あり
時間／（早番）9:00～18:00
　　　（遅番）11:00～20:00 ※交代制
待遇／基本週休2日制（年間105日）
　　　土日祝は交代制出勤
● プライベート充実パート ●

時給／800円～、昇給あり
時間／（早番）9:00～17:00
　　　（遅番）12:00～20:00 ※交代制
待遇／基本週休2日制（年間105日）
　　　土日祝は交代制出勤

正 パ

（株）フジバンビかどの駄菓子屋

保育士
≪ 子連れ勤務可、保育料割引あり ≫
時給／830円～　時間／7:30～19:00
休日／日祝他　資／保育士資格
車通勤可　保育補助同時募集

しんまち保育園
中央区新町2-12-33守永ビル1階（新町電停そば）

☎096-356-5603 担当：塚本

くまたくハウス

パ介護事務職員（サ責）
月給/18万円～  時間/8:30～17:30
休日/隔土・日祝 業務/請求、契約業務
事務管理、電話受付業務　他/車通勤可
資格/介護福祉士、実務者研修等

クマタクケアセンター
中央区中央街4-28 クマタクビル5階（銀座通り ほか弁隣）

☎096-241-0111

訪問介護

正事務スタッフ
貸切バスの受付、事務等の仕事です
月給/15万円　　 時間/8:30～17:30
休日/隔土・日祝　資格/普通免許
車通勤可　応募/電話後、随時面接

肥後観光バス 熊本タクシー㈱
上益城郡御船町小坂2589

正

☎096-281-1070 担当：磯田

東区 清掃スタッフ

有限会社 熊本ビルシス
東区戸島西6-10-2

☎096-360-2854 担当：宮崎

正 ア
夜間のコンビニ等の清掃業務です
時間／22:00～翌6:00
給与／（正）18万円～（ア）時給1000円
※（正）シフト制（ア）週4日勤務～（応相談）

看護師
時間／8:20～17:10、16:10～0:10、
0:00～8:30（日勤のみも応相談）
休日／4週8休（年間105日）
有給休暇の取得率ほぼ100％！
給与／20万6100円
夜勤手当・通勤手当は別途支給
昇給、賞与年2回、退職金制度あり
無料駐車場完備、制服貸与

残業時間ほぼありません！
ブランクがある方も大歓迎！
パート勤務もご相談下さい

森病院
南区近見1-16-16

☎096-354-0177 担当：馬場

医療法人森和会

正社員

盛付け・配達
軽自動車での配達　※通勤使用可
時間／8：00～12：30　※固定勤務
勤務日は応相談　休日／土・日・祝
時給／850円　学校行事優先

お弁当みけねこ
中央区迎町 2-1-24 （迎町交差点かど）

☎096-372-6000
（受付／7：00～14：00）

パート 都合のいい時間に鮮魚や海産物の販売
休日も自由に使える社用車で
お住まいの地域の一般家庭を中心に
楽しく話ながら料理の提案できます
●パート　時間1日3～5hで始められます
時給800円　※試用期間有　休／応相談
●委託業務　働き方は契約に応ず
《 月収例 》  約4万円～10万円以上可
時給800円×5h×15日+報奨金=10万円

シニア層にも安心して
働けるように仕事の
流れなどお教えします

しみず海産
南区田井島 2-4-7（田井島交差点アズ美容室そば）
☎090-9579-4530 担当：清水

委パ

中央区のコンビニで働こう
簡単な業務からスタート!
未経験の方でも始められやすい
シフト自由で1日3hから

●家事、学校、お小遣いかせぎ
●福利厚生と昇給あり

大江5丁目店／中央区大江 5-8-11
（市電電停 徒歩5分）

融通が利く、家にも近い
●時給950円　シニア店員さんの例
　1日3h×15日=4万2750円
　AM6：00～9：00
　※体力に合う時間を選びました
……………………………………………
①大江5丁目店　　　 ②南千反畑町店 
　（市立図書館そば）　   （明午橋そば）
……………………………………………
時間／6：00～翌6：00　1日3h～
時給／800円　※高校生可
　　　※6：00～9：00…950円
　　　※②22：00～翌6：00（6h）…1050円

コンビニで働くメリットは面談にて

パート アルバイト

☎096-364-0205
　　 （受付 9：00～20：00）

百貨店の接客販売とギフト催事

＜女性ファッションのお仕事がいっぱい！！＞
子育てが落ち着いた世代が

年齢と経験に自信を持って　長期で百貨店で働く

　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
…………………………………………………………………………

　■お中元会場   6/20（水）～7/23（月）
　販売経験がなくても丁寧なフォロー・研修で始められます

　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

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

経験・年齢に合わせて長期で百貨店で働く
●アパレル　●ジュエリー　●アクセサリー
●婦人靴　 ●バッグなど
40代、50代の人たちが働きながら自分磨きをしています

（般） 43-010089

☎096-355-5482 （平日）

ナンキュウスタッフ
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7/12オープン ①商品陳列 ②お惣菜の調理
オープン2ヶ月　時給1000円
おいしさがい～っぱいのヒライ
新店につき　短時間採用スタート

南区田井島 2-3-28 （平成とうや病院そば）

【 シフト例 】
ⓐ8：00～14：00　　ⓑ9：00～17：00
ⓒ17：00～22：00　ⓓ19：00～24：00
※働き方に応じた時間で要望をお伝え下さい
時給／①②900円　※8：00～22：00
待遇／制服貸与、車・バイク通勤可
　　　社員旅行、他
……………………………………………
私生活と両立した働き方
始めてみませんか

シニア層　主婦　学生など
きれいなお店でお仕事ができます

レジ業務は一切ありません
勤務先でお買い物できます
すぐに働きたい方は
他店舗でも採用中

ア パ

0120-01-0234
スーパーキッド田井島店

①介護職　②夜勤専従　③調理
無料で資格取得！　無資格・中途採用の方も
安心して働ける　《働き方相談受付開始》
①介護職　(正)16～18万円　(パ)800～850円
　時間／働き方に応ず
②夜勤専従(パ)　852円　時間／17:00～翌9:00
③調理（パ）750～800円　10食程度　経験不問
　時間／ⓐ9:00～14:00　ⓑ9:00～16:00
休日／働き方に応ず　①②資格手当別途

実務経験を経て現場で働く
もっとステップアップして働く
経験や資格を得られる職場

ふきのとう
東区下南部 2-15-11（下南部団地そば）
☎096-388-2721

小規模多機能ホーム

正社員 パート

「リビング新聞」 配布員募集
毎週水曜から木曜の2日間　明るい時間帯
自分のペースで気軽にポスティング！
お住まい周辺の約300世帯～が対象地域

月収／約2万円～11万円以上可能
　　　（部数、チラシ数等により異なる）
応募／電話後、お仕事の流れを説明します
　　　初めてでもご安心ください

空いた時間を
有効活用しませんか？

運動して健康になりましょう

委託業務

リビングプロシード 熊本支社
中央区新市街 7-20-2F

（辛島町電停前 交通センター 徒歩3分）
☎096-359-3611 担当：中道

自分のペースでできる清掃
快適な施設空間づくり
未経験でも安心してスタートできます
時間／8:30～14:30　実働5h　※週6日固定
時給730円　休／日・祝・他　※マイカー通勤可
公共施設だからシニア世代も活躍できる
トイレや通路など日常清掃の延長
熊本農業高校より車で1分
勤務地：熊本市南部浄化センター

難しい仕事ではありません
働きやすいように支援します
どなたでも安心して働けます

㈱ボーラ
中央区本荘町 737-6（土・日・祝の受付）
☎080-1735-9548 担当：かどいけ

パート

医療研究施設内 洗浄・清掃作業スタッフ
難病治療なども研究するチームの
一員として、貴方の力を貸してください
勤務地／中央区本荘　勤務日／月～金曜
時間／①毎週勤務　②隔週勤務
　　　9：00～16：00　※①社保完備
時給／810円　交通費（規定による）、賞与有
●電話後、履歴書郵送。後日、面接の連絡
30代～70代の方まで幅広く活躍中！

消毒清掃したクリーンな施設で
安心して働ける職場です
未経験者の方、多数在籍中

九動株式会社
〒841-0075 鳥栖市立石町惣楽 883-1
☎0942-50-6755 担当：垣本

パート

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

日常清掃 中央区渡鹿
無料駐車場付・モップ掛・体力不要
時給／780円+交通費　休日／希望日
時間／7:30～16:00　※応相談　面談希望地
午前か午後でも可　※江南病院勤務

㈱千代田
菊池郡大津町室 1011-1

☎080-5284-9167 担当：水上

パ

①外来看護師　②病棟介護
無資格の方には補助業務
復職・転職・シニア　応援
勤務時間・日数応相談

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

院内に無料の託児室完備
安心して仕事に取り組めます
時間／8：30～17：30　残業はありません
　　　①看護　常勤2交替制　②介護　希望時間
時給／正看：1200円～　准看：950円～　介護：800円
※パート採用柔軟に対応　※介護資格の方　時給880円
資格・皆勤・手当別途支給　各種保険
交通費、車通勤は面談にて　休日／希望日

パート
キャリアアップ応援！！　介護職員による
喀痰吸引の実地研修　当施設で可能
①（正）18万円～　（パ）時給1000円～
　ⓐ8：30～17：30　ⓑ10：00～19：00
　ⓒ7：00～16：00　ⓓ16：30～翌9：00
②（正）22万円～　8：30～17：30
休日／（正）年間115日　（パ）働き方に応ず
介護職実務者研修（通信制）の費用を一部補助しています

在宅復帰に向けた支援
しっかりと経験を積みたい方

お待ちしています

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

①介護職　②作業療法士正社員 パート

＜夜勤専従看護職＞　
給／正看：30万円～　准看：25万円～
時／16:30～翌9:00
＜医療事務＞　医療事務2級以上
給／15～18万円　時／8:30～17:30、～12:30
●キャリアアップや社会復帰　異業種からの転職
●定年後働きたい　中高年
●年齢経験前職考慮　実務経験は問いません

働きやすい職場を提供
①月に9回（18日）勤務 年間休日149日

②年間休日115日

本庄内科病院
東区新外3-9-1（新外交差点そば）
☎096-368-2811

①夜勤専従看護職（常勤）　②医療事務正社員

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

飲食店店内業務
お昼専門・扶養内正社員（月給8万円）も募集！
調理補助・皿洗い・接客　週1日～OK
時間／10:00～15:00 時給／850円～
定休日／火曜日　※まかない付

Pino（ピノ）
中央区水道町4-3  DOROビル2階

☎096-354-0135 担当：高村

FORNO ＆ BAR

正 パ ア

封入れ作業
全国の高校・大学同窓会名簿作成委託
時／9：00～16：00　応相談　時給／800円
休／日・祝・隔週土　交通費、雇用保険
同窓会会員への封入と資料整頓

㈱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

8月オープン 有料老人ホーム職員
30床の新しい環境で活躍！！

『働き方相談会』開催中　入社時期相談できます

正社員 パート

住宅型有料老人ホーム

ただいま建設中の勤務地／
南区田迎 2-65-1 （けやき通り入る）

☎096-342-6111  (株) ハピネスライフ
開設室／北区山室 3-5-25（サイクルスペースあさひ隣）　担当：志田

新設の介護施設 現地見学受付中
年間休日109日 手当てあり
年齢や前職に応じて考慮します

①介護職員　介護福祉士　　（正）17万円～　　　（パ）時給900円～
　　　　　　実務者　HP1級  （正）16万4000円～　（パ）時給850円～
　　　　　　初任者　HP2級  （正）15万3000円～　（パ）時給800円～
②正看護師　（正）20万5000円～　（パ）時給1100円～
③サービス提供責任者　※介護福祉士　（正）20万4000円～
時間／6：00～20：00の間で　（正）8h　シフト　（パ）4～5h、週4日程度
　　　※①（正）夜勤・宿直あり　②宿直あり
……………………………………………………………………………
④ケアマネージャー　（正）21万円～　時間／8：30～17：30
⑤夜勤　（パ）日給1万4000円　時間／17：00～翌9：00（休憩2h）
⑥調理　（正）14万5000円～　（パ）時給800円～
　時間／6：00～19：00の間で　（正）8h　シフト　（パ）4～5h、週4日程度
……………………………………………………………………………
「心のぬくもりのサービス」　「できるだけ働きやすい環境」
一緒にあったかい施設をつくりましょう！！

温泉施設 館内スタッフ

心とからだの癒しの場で
身体を動かし健康的になりませんか

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

パート アルバイト

■研修中も同じ時給です！！　■車、バイクなど通勤可
■制服貸与、各種保険　　　■随時昇給
………………………………………………………………………
①家族湯の受付・清掃
　週2日～：時給900円　※17：00～　5～6h程度/1日
②ホテル清掃　※9：30～　4～5h程度/1日
　ⓐ週2日～：時給790～850円　　ⓑ週4日～：時給850円
③フロア清掃　月10日程度：時給830～850円　13：00～17：00　4h
④夕食調理補助　週2日～：時給880円　　　 16：30～21：30
………………………………………………………………………
●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

土日祝や平日のみの限定でも採用中!!
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