
2018年9月15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
　　10月6日号です委 …委託業務

契 …契約社員

パ …パート

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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①事務　②簡単な袋詰め
難しい作業はありません
丁寧に教えます
幅広い年齢層の方が多数活躍中です

南区護藤町 861-8

☎096-227-2222 担当：福嶋

①受注・電話対応などの一般事務
　PC基本操作ができる方
　OJTを通じフォロー致します
時間／8：30～17：30　実働8h
給与／（契）15～17万円
　　　（パ）時給850円～900円　経験不問
………………………………………………
②佃煮・惣菜の計量・箱や袋への詰作業
（契）8：30～17：30　実働8h　給与13～15万円
（パ）3～8h　希望時間可　時給770円～800円
………………………………………………
待遇／①②賞与・有休・各種保険
休日／土日祝と冬季夏季
　　　当社カレンダーにより時々土曜出勤
………………………………………………

明るく楽しい職場です
お気軽にお問合せください

契約社員パート

こだわりの九州のごちそう
アクアドームから車で５分
フーズタウン内　車通勤可

小規模デイサービス　看護師
《看護師》　週に1日から週5日
定年退職後の方も歓迎です
年齢は問いません　資格を活かそう!!
時給／900円～　前職考慮いたします
1日5h～　希望時間　※正社員登用あり
リビングウイルサポートが転職・復職を応援!!
全力バックアップ
きっと介護が楽しくなる職場です

1日型・半日型と組み合わせて
働くことができます

残業はほとんどなく定時帰宅

デイサービス こんぺいとう
東区下江津 6-10-30

（ローソンセイラタウンより車5分）
☎096-245-8683 受付／平日18：00まで

パート 医療機器 部品組立
手順通りに作業　主婦さん活躍中
9：00～15：20　土日祝休　交費有給有
当日急な休み可　経験不問　服装自由
勤務／アイシン九州そば　時給780円～

（株）シー・エス・アイ
中央区世安町412

☎096-352-0959 担当：古閑

パ

週 1回の「リビング新聞」 配布員募集
毎週水曜か、木曜の明るい時間帯
お住まい近くのエリアで週1回
2～4時間程度（時間目安）

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

「スキマ時間の有効活用」
「育児中の空いた時間に働ける」

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

医療研究施設内　洗浄・清掃
勤務／中央区本荘　月～金の平日のみ
時間／9：00～16：00　規定交通費あり
①毎週勤務　②隔週勤務
※電話後履歴書郵送、後日面談
①社保完　①②賞与あり　時給810円
難病治療などの研究チームと共に
30代～70代まで幅広く
力を貸していただいています

経験問わず、多数在籍
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

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

週3日4h程度 家庭調理
家庭料理の提供ができる方

時間／12：00～16：00　日曜休　資格不要
バス停0分　一般家庭宅で作る手料理
詳細は面談時応相談下さい　時給850円

県民住宅協同組合
中央区水前寺 4-54-4 （水前寺4丁目交差点角）

0120-1500-78

パ

食堂調理員
社保完のフルタイムで働きませんか
※車通勤可　電話後、履歴書送付、面接
時間／8：30～17：00　※7.5h

休日／日祝・隔週土　時給／800円＋通勤手当

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

パート

雑魚屋 ホール接客スタッフ
希望条件で1日4h～、週1日～
かけもち・短期・中高年歓迎！！
6:00～8:00、22:00～ラストは時給1063円
時間／①6：00～　②10：00～　③17：30～
待遇／笑顔手当、制服貸与、食事付
　　　時給UP制度、研修期間有
　　　食事券毎月支給、交通費補助
時給／①②830円    ③850円

まずは、好きな時間からスタート
扶養内・平日のみ・さまざま

勤務：熊本東急REIホテル地下1階

地魚と旬菜 雑魚屋
中央区新市街 7-25-B1F
☎096-312-2500 

アルバイトパート

お弁当 販売・調理
調理・詰込・陳列・販売

土日祝休み・健康志向こだわり弁当
時間／7：30～13：30　実働5h
50代・60代活躍中！　時給750円～

旬菜家ナチュラルプラス
中央区新町3-8-10（一新小近く）

☎096-356-6086 担当：兼坂

パ大手企業内 ファミマ売店
早朝・午前・午後・夕方・夜　週2日～自己申告
シフトで男女活躍中　長期勤務歓迎
休日他面談時ご要望重視　交通費あり
従業員さん専用で安心　時給800円～1000円

西洋フード・コンパスグループ（株）
菊池郡菊陽町原水4000-1（ハンズマン菊陽店車10分）

☎096- 292-6288 担当：安藤

アパ

日勤介護職　デイケア・病棟

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

働くあいだ　安心してお子さんを預けられる
居心地の良い雰囲気の職場
無資格：時給800円～
介護福祉士：（正）15万500円　（パ）時給880円～
時間／（正）8：30～17：30　残業なし
　　　（パ）希望時間
皆勤手当5000円、各種保険、交通費あり
休日／面談にて希望を伺います

パート正社員

働き方相談 事前見学 受付中
仕事と家庭の両立支援!!
無料の学童保育スペースあり

新事業に伴う、基本データ取得・入力
働き方はご希望に合わせます
お子さん都合のお休みもＯＫ

仕事内容は一対一で
丁寧にご説明します

中央区出水6-2-10

☎096-378-0951 担当：田中

株式会社システムクレオ

内容／全国の都道府県庁にお電話を
　　　して医療法人の決算書を取得す
　　　るお仕事です。電話やFAXでやり
　　　取りをしていただきます。また、
　　　決算書を取得したら、書類を見
　　　ながらEXCELに数字を入力する
　　　お仕事もあります
時間／10:00～17:00
時給／900円～
資格／①未経験者歓迎　
　　　②簡単なパソコン操作のできる方
応募／電話後、履歴書送付、面接
休日／日・土・祝日　※応相談

パ ア

家事代行（掃除・料理）
主婦活躍中！掃除のみ、料理のみＯＫ
時給／1075円～　※昇給あり
時間／9:00～18:00（内、2H・週1日以上）
勤務地／熊本市内及び近郊 ※直行直帰

家事プロ
東区石原1-11-11

☎096-283-2182 担当：森上

パ病棟看護師 募集！ 働きやすい職場です
「ワーク・ライフ・バランス」推進で
長く働き続けられる病院！
復職・シニア応援

残業ほとんどなく17時帰宅
有給休暇消化率ほぼ100％
定年後も同条件で継続雇用

時間／日勤8:30～17:00（三交代＝準夜16:30
　　　　～24:00／深夜23:30～翌9:00）
給与／①看護師　 24万6000円～
　　　②准看護師 21万1000円～
　　　　経験加算あり
　　　※①②夜勤手当含（準・深各4回分）
　　　※①②通勤手当（上限1万円）、
　　 昇給年1回、賞与年2回（昨年実績4.5カ月分）
休日／シフト制（年間休日103日）
　　　有給、夏季・年末年始・慶弔休暇あり
待遇／退職金制度あり、各種保険完備、産休・
　　 育休制度あり、車通勤可（無料駐車場あり）

南区御幸笛田2-15-6
☎096-378-0345 担当：玉﨑医療法人社団 御幸会

正

調理スタッフ正職員募集！
給与/基本給14万円～（資格手当あり）
時間/早出6:00～14:30　遅出10:30～19:00
休日/シフト制（年間休日103日）希望休あり
待遇/各種保険完備、昇給年1回、賞
与年2回（前年実績4.5カ月分）、退職
金制度、有給休暇、夏季休暇、慶弔休
暇、育児休業取得実績あり、車通勤
可（無料駐車場有）、制服貸与

長く安定、安心して働ける
職場です！　未経験の方にも
丁寧なサポート。残業ゼロ！

熊本循環器科病院
南区御幸笛田2-15-6

☎096-378-0345 担当：中山

医療法人社団　御幸会

正社員

事務アシスタント急募!! （未経験者OK）
①事務アシスタント
給与／月給（固）17万3030円
時間／8：00～16：45
休日／土・日（会社カレンダーによる）
待遇／社保完、交通費規定支給、車通勤OK
②簡単な部品を選び取る軽作業
時給／1000円
時間／8：00～16：45

菊池市旭志でのお仕事！
まずはお気軽にお電話ください
詳細は丁寧にご説明します

古河ライフサービス 株式会社
福岡市博多区博多駅前 3-2-1 日本生命博多ビル
0120-379-552 担当：採用係

パート

古河電工グループ

お申し込み増えています！
幅広い年代の方が活躍されます！
勤務地／A…熊本駅前センター（西区春日1-12-10）
　　　　B…九州BPOセンター（中央区大江3-1-66）
内容／A…①データ入力　②データ入力（時短）
　　　B…③データ入力
時給／①③1000円　②900円　
　　　※研修時給770円（1日～5日間程度）
時間／①③9:00～18:00　②10:00～14:00
期間／①10/23～12/2　②10/18～12/2　
　　　③10月中旬～11月下旬頃
待遇／自転車・バイク通勤ＯＫ
　　　インフルエンザ予防接種3000円まで補助

年齢・経験不問　研修あり
二次元バーコードからも受付中
ご応募はお早めにどうぞ！

中央区大江3-1-66

短期事務スタッフ1600名 事務職未経験の方でも安心して働けます契

0120-773-505 日本郵政スタッフ　 検索

日本郵政スタッフ株式会社

百貨店 ①接客販売 ②短期催事会場

　時給／1000円～1200円　交通費は全額支給します
　時間／9：00～19：30 （9h内実働7.5h）　休日／ご相談できます

……… ● 新着　11/7（水）～25（日）　冬の北海道展会場 ………
時給／1100円～1200円　時間／9：00～19：30（9h内実働7.5h）
  土日だけも働けます　交通費全額支給　学生バイトも多数！！

9/26（水）～6日間 京都展もあとわずかです
希望の売場で色々な経験をしてみませんか

☎090-5749-7985 担当：大坪

子育てが落ち着いた世代が
年齢と経験に自信を持って　長期で働いています
●アパレル　●ジュエリー　●宝飾品・時計
●婦人靴　 ●紳士服　　 ●バッグなど

中央区京町1-14-8 スカイハイツ1105
厚生労働大臣許可 43-ユ-010004（般） 43-010089

☎096-355-5482 （平日）

40代、50代の人たちが
働きながら自分磨き
まずは無料で登録！！

パ 紹

ナンキュウスタッフ

10月からの新規事業拡大に向け
テレフォンコミュニケーターを大募集します！

お子さんが帰って来るまでの時間の合間に
自分の時間を有効活用してみませんか？　
幅広い年代の方のご応募をお待ちしています！
●水前寺駅から徒歩3分で通勤に便利
●未経験でも大歓迎です
●勤務時間・勤務日は希望に沿います
●ノルマはありません
●パソコンが使えない方でも大丈夫です
●服装は自由です
仕事内容／当社のお客様と電話でお話しいただ
　　　く仕事です。パソコン操作ができなくても
　　　大丈夫ですので、未経験者でもできます。
　　　勤務時間は、あなたの希望に応じてシフト
　　　を組みますので、お子さんの学校行事を優
　　　先することができますので、安心です。
募集人員／50名
時間／9:00～17:30の間で3～7.5時間
　　　週1日～5日
　　　お好きな勤務時間、勤務日で働けます。
　　　ご希望の勤務の仕方を教えてください。
休日／土・日、祝日（平日の休みもＯＫです）
時給／800円～1000円
待遇／交通費支給（当社規定）、雇用・労災・健康
　　　保険・厚生年金、定期健康診断
　　　（待遇については、勤務時間によって対
　　　応します）
応募／詳しくはご説明いたします。
　　　お気軽にお電話ください。

テレフォンコミュニケーター大募集！

〒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）
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あなたの優しい話し方が
活かせるお仕事です。

自分でシフトを決められます！

9月入職可能 ①看護職 ②調理 ③看護職夜勤専従
今年4月に開設された　はななでは
追加採用をスタート!!
当施設で働きながら資格取得が可能
働きやすさの証！現場の声から業務改善

南区御幸西 3-9-36

☎096-285-3102

①（正）看護師　給与16万5000円～24万円
②調理　（正）14～18万円　（パ）時給800～1000円
③看護師夜勤専従　日給1万5000円
………………………………………………
時間／①6：00～翌9：00の内8h　週1回程度夜勤有
②（正）6：00～20：00の内8h　（パ）左記時間内応相談
③18：00～翌9：00
休日／（正）月9日以上　（パ）応相談
待遇／交通費、各種保険、昇給、賞与
※別途手当有、経験等により異なります
………………………………………………
定員37室　記録物業務の簡素化でIOT化
効率化を目指し残業のない勤務体系
調理は食洗機、スチームコンベンション対応
夜勤2人体制　休憩室や仮眠室の設置

正 パ

勤務地：南区御幸病院から車5分
働き方、待遇、福利厚生など
しっかりご相談できます


