2019年2月2日

土曜日

＜10＞

プロのアドバイスでキレイを体験できる、２日間限定のリニューアルイベントも

上通本店、2月６日（水）スタイリッシュにリニューアルオープン
メガネの大宝堂 上通本店

検索←

メガネの大宝堂

の特別イベントも開催さ
気のため予約はお早めに

〒862-0950

熊本市中央区水前寺2-2-1

健康家族ビル

充実した業務サポートで安心
未経験の方でも長く働けます
明るくキレイな環境の職場です！
http://550229.jp

[月〜土] 9：00〜17：30

平日17：30以降と土・日・祝は下記の携帯番号
080-8554-3650 で受付中

テレフォンコミュニケーター大募集！

入社日も、毎日のシフトも自分で決められます！
「午前中だけ」
「空いた時間だけ」
「長時間勤務」もＯＫ！
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？
●水前寺駅から徒歩3分で通勤に便利
●未経験でも大歓迎、幅広い年代が活躍中！
●勤務時間・勤務日は希望に沿います

◎17：00〜20：00の2〜3h程度
できる方大歓迎！
未経験でもすぐにマスターできるので
キャリアアップも目指せます！

①訪問看護師（正・パ）②ケアスタッフ
（正・パ）

時間／①8：30〜17：30
②7：30〜21：00の間で（正）実働8h（パ）短時間からOK
休日／①②（正）
シフト制（週休2日）①②（パ）週1日からOK（週5日も可）
給与／①
（正）
常勤看護師：月給24万9600円〜
（看護手当4万5000円/月含む）
オンコール手当1500円/1日あたり あり
（パ）時給1300円〜
②（正）
月給20万8000円〜（各種手当込）（パ）時給950円〜

●温かな雰囲気で働きやすい会社です
●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。パソコン操作が苦手でも大
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、安心です。
募集人員／10名
時間／9：00〜17：30の間で3〜7.5時間
週3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。

(株)学研ココファン水前寺公園

☎096-384-0222

（受付/月〜金 9:00〜17:00）

㈱ 健康家族は経済産業省より
「ダイバーシティ経営企業100選」※
に認定されました。
※働きやすい職場環境が評価

働き方はあなた次第！

【40代パートの1日をご紹介】
7:30 起床、朝ごはん作り・身支度
子どもを起こす
9:30 子どもを幼稚園に預ける
9:50 JRで水前寺駅到着♪ 会社まで徒歩3分
10:00 会社に出勤
12:00 ランチタイム
15:00 退社
15:10 駅前のスーパーで買い出し。JRで帰宅
16:00 幼稚園へ子どものお迎え
17:00 帰宅
子育てと両立しながら
22:00 就寝
ムリなく働ける

☎096-385-6226

中央区水前寺 1-24-1

担当／総務人事課

〒862-0950

熊本市中央区水前寺2-2-1

健康家族ビル

ブランドフレーム九州最大級の品揃え！

さらに、熊本の人気ネ

どうぞ（※要電話予約）。

イルサロン「リンネイル」

れますよ。フレーム価格

によるネイル体験会も初

％分をレンズ代から

割引に。普段セールにな

の

リーヌやボッテガ・ヴェ

開催。約１週間持つ話題

長年、熊本の「視生活」 装の２階フロアでは、セ

を支えてきたメガネの大

らないブランドも対象な

☎096-378-1511 担当：坂本

担当／総務人事課

パート

≪急募≫
●未経験者、ブランクのある方も大歓迎
●日勤のみの勤務なので、
家事や育児と両立する方も活躍中

免許・資格／①看護師・准看護師 ②初任者研修修了以上
待遇／社会保険完備（規定有）、交通費支給（規定有）
マイカー通勤可、6カ月後有給有
応募／まずは気軽にお電話を。見学のみも随時受付中です。

ネタ、トムフォードとい

正社員 パート 高齢者向け住宅

宝堂。最旬ブランドから

西区田崎町 484

☎096-342-5252 担当：奥村

の“ウィークリージェル”

熊本大同青果 株式会社

みゆき保育園
南区御幸笛田4-19-43（マックスバリュそば）

☎096-385-6226

通販部 電話オペレータースタッフ

職種／電話オペレーター：通販部門のオペレーター業務
熊本県産の果実やお野菜のご案内、受注やお問合せ対応
時給／800円〜900円（18：00以降は900円〜）
時間／8：45〜20：00の間で5h程度
勤務時間はご相談ください ※フルタイム希望も大歓迎
休日／日・祝・他（週休2日制・シフトによる）
待遇／試用期間あり 社員登用制度あり 未経験者歓迎
各種保険完備（加入保険は所定労働時間による）
昇給あり マイカー通勤ＯＫ（駐車場あり）
就業時間・日数はご相談可能なので、
ご希望をお伺います
応募／詳細は面談にて。
まずはお気軽にお電話ください

保育士（有資格）

選べる働き方 子育て支援員歓迎
時／正：シフト制面談時 契・パ：働き方に応ず
給／13万円〜 時給800円〜 ※短時間も可
お子さん同伴勤務可 正：土日祝休み

ブライト企業認定企業

業務／パソコン操作、商品の発送・検品業務他、全国のお客様へ
お届けする商品の梱包・チェックなど
時間／8：30〜17：30（実働8h）
休日／週休2日制（日・祝他週1回） 夏・冬期休暇、年末年始
給与／当社規定（昇給有り）+賞与（年2回）
待遇／交通費支給（当社規定）、定期健康診断有、厚生年金
雇用・労災・健康保険、正社員登用制度有、制服・社員食堂有

合志市豊岡 2224-29

未経験者・中高年の方も大歓迎！
勤務スタート時期等ご相談ください！

10

創業43周年！ 働く女性応援企業!
20〜40代の女性が活躍中!
社員登用制度もあります!

ひまわりクラブ
☎096-248-8889 担当：渡辺

正 契 パ

2019年度募集！

合志南小学童保育

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）

のでとってもお得です。

賞与・有休あり、週1回〜働けます
時間／平日13:30〜18:00 春夏冬休み
8:00〜19:00
（シフト制）時給／800円〜
（資格なし）900円〜（保育士・学校教諭等）

った人気ブランドをはじ

学童保育指導員

定番、キッズまで豊富に

パート

☎096-359-3611 担当：中道

熊本支店

パート

北区山室4-9-30（3号線青山より入る）

☎096-343-0003 担当：村岡、岩本

を使い、シンプルアート

●配布はご近所のエリアなので、
すぐに慣れます
●早朝や習い事のお迎えついで
●すきま時間の活用…

高齢者複合支援施設

八景水谷昭和館

２階フロアでは注目の

募集：熊本市内・合志市・菊陽町
益城のエリア
月収／300部の場合…約2万円
（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
まずはご応募ください
……………………………………………
お散歩しながらお小遣い…

契約社員

催しも。ファッションア

リビング配って
「ウォーキング」
運動不足の解消に！

介護施設での調理業務

め、さまざまなフレーム

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2〜4h程度
300部〜500部ポスティング！！

正 パ

◆ 自分や家族が受けたいサービスを ◆
時間／7：00〜20：00内詳細は応相談
1日4h〜勤務 休日／働き方に応ず
正：14万〜15万5000円 パ：770〜900円

が勢ぞろい。納得の１本

週 1 回の「リビング新聞」配布

そろい、知識と経験を積

委託業務

TKUヒューマン 担当：森本

☎096-359-3412 FAX096-312-3153

んだ専門資格を持つスタ

☎090-7167-9774 FAX050-1351-3763

分、当日受付）。

広告の
申込み

f-tｗo エフ・ツー 担当：藤本

を施してくれます（１人

紹 …紹介

●次回掲載は2月16日号です

遊技場での清掃作業スタッフ 未経験歓迎

ドバイザーの山崎貴子さ

パ …パート

パート

朝のスキマ時間を有効活用しませんか？ 《 朝の時間急募！ 》女性活躍中
①時間／7：00〜9：00
時給／1000円 働きやすい時間帯を選べます
②時間／10：00〜16：00 時給／800円
WワークOK 資格・年齢不問
勤務地／ベルエアMAX 北部店
休 日／店休日、
シフト制
㈱トキワビル商会
待 遇／交通費支給・車通勤OK
福岡県飯塚市花瀬 32-1
研修制度あり、制服貸与
面接は現地にて。気軽にお電話下さい
☎0964-22-1718 担当：人事課

に出合えるはずです。

ア …アルバイト

20

ッフも多数在籍。最適な

委 …委託業務

契 …契約社員

どちらも２月９日

正 …正社員

約

勢ぞろい！

チェンジ。ハイブランドから熊本初上陸のメガネまで

10:00 ～ 19:30、無休

んによる「メガネファッ

中央区上通町 5-6

ション相談会」では、カ

としたトレンド感溢れるオシャレな雰囲気にイメージ

メガネ選びができるお店

メガネの大宝堂 上通本店 ☎096
（354）
2155

10

日（日）２日間の

リニューアル後、２階フロアはブランドメガネを中心

イベントです。気軽に足

２階フロアが大きくリニューアル
ブランドフレームがずらりと並びます！

※所要時間20分、各日先着10人

ラー診断をもとに、なり （土）、

フレーム価格の10％分をレンズ代からオフ！
※一部除外品あり、セット商品は除く。写真はイメージ

を運んでみませんか？

2月6日（水）～ 2月28日（木）

たい自分になるためのメ

●「Rin nail」によるネイル体験 10:00 ～ 17:00【無料】

ガネ選びをお手伝い。人

←眼鏡１本でこんなに印象が変わり
ます！ あなたのお好みは？

人気ネイルサロン「リンネイ
ル」によるネイル体験会を実
施。オフ不要のウィークリー
ジェルでシンプル
アートを行ってく
れます。混雑時は
整理券配布

メガネがお得！
ネイル無料体験も

リニューアルオープン

メガネ業界で数少ないファッシ
ョンアドバイザー・山崎貴子さ
んが最高のアイウェアを提案し
てくれます

です。そんな上通本店が

●メガネファッション相談会 【要予約・無料】
10:00 ～ 17:00

２月６日（水）にリニュー

広々としたモダンな内

２月９日
（土）
・10日
（日）／上通本店 ２階フロア

アルオープンします。

リニューアルオープン記念イベント

http://550229.jp

[月〜土] 9：00〜17：30

平日17：30以降と土・日・祝は下記の携帯番号
080-8554-3650 で受付中

