くまもと

しごと人

美
正 契 パ

2019年3月2日

＜掲載料金例＞

f-tｗo エフ・ツー

1枠あたり

正 …正社員

契 …契約社員

パ …パート

ア …アルバイト 紹 …紹介

保育士（有資格）

木造建築経験者・工務

正

委 …委託業務

内勤 事務

契約 パート

（32.2×39.3mm）

●次回掲載は
3月16日号です
委託

8,000円（税込8640円）
+制作費540円

アンケート調査員

建築好き・新卒転職経験を積みませんか
9:00〜18:00 自己都合取得 休／日曜
給与／19万円〜 ※経験能力考慮
※建築士免許優遇 男女活躍中!!

《見積・資料・経理・校正》賞与あり
時間／9：00〜17：30 ※応相談可
地図調査・制作・販売の企業 経験不問
時給880円〜 時短可能 ※土日祝他休み

視聴率でおなじみの会社です！
！
勤務／熊本市内（時間帯は自由です）
報酬／出来高払い 資格／年齢不問
※詳細は電話にて説明
（4日以降受付）

みゆき保育園

県民住宅協同組合

株式会社ゼンリン

(株)ビデオリサーチ

南区田迎 1-7-1（サンリブくまなんそば）

福岡市中央区天神2-14-13

中央区水前寺 4-54-4（水前寺4丁目交差点角）

南区御幸笛田4-19-43（マックスバリュそば）

☎096-378-1511 担当：坂本
パート アルバイト

0120-1500-78

☎096-370-1410 担当：佐伯

お掃除 スタッフ募集
家事代行サービス業
日常のお掃除のお世話です
空き時間を有効活用！

時給／1000円〜 ※昇給制度有
時間／9：00〜18：00（週2h〜応相談）
待遇／制服・用具貸与、交通費支給
ダブルワーク歓迎
50代〜60代の方も活躍中
作業場所も応相談

家事サポート きれい熊本店
東区戸島1-1-8 大央ビル1F
（天然温泉ぶぶたん近く）

電話連絡後、面接を行います

☎080-5267-9228

パート

訪問介護

10120-48-3737

正社員への希望可。
訪問介護時間の年間合計金額
５％以上を年１回別途支給

ヘルパーステーション きらく

社用車あり、自家用車可（油支給）
各種保険・退職慰労金制度あり

20

時間／9：30〜18：00 実働7h〜7.5h 休日／シフト
時給／1300円 交通費支給 ※経験者優遇

18

知識・経験不要。 職場の環境や雰囲気が整っています
パンフレットを見ながら楽しくおしゃべりして説明！
！
………………………………………………………………………
土・日・祝限定でも大丈夫!! どしどしご応募ください
スタート前に研修があるので安心
即日〜長期 年齢層も幅広く、
ミセスさんも多数！
！

中央区京町1-14-8 スカイハイツ1105

パート アルバイト

☎096-355-5482 担当：大坪

定食屋のホール・キッチン

時給／950円〜
※日祝・年始は1000円〜
※詳しくは面談でお伺い致します

わたしたち、
友達同士!!
仕事終わりティータイムが
楽しみのパート主婦です

休日／働き方に応じます
待遇／交通費規定支給、昇給、社保
各種手当、
スタッフ向けの食事、他
……………………………………………
今までのように楽しく飲食店で働ける！
正社員に登用された方、多数在籍!!

イオンモール熊本店

☎096-235-6280
上益城郡嘉島町上島 2232

①【正社員】サービス提供責任者
資格／介護福祉士
時間／6：00〜20：00内実働8h ※夜勤有
給与／16万円〜21万円+各種手当
休日／月8〜9日
社保完、
昇給年1回、
記念日休暇
ほか各種手当有
……………………………………………
②【パート】看護師
資格／准看護師または正看護師
時間／8：00〜19：00内実働4h〜8h
※日数、時間応相談
時給／1000円〜1500円
休日／働き方による
……………………………………………
待遇／①②規定交通費、有給休暇、制服
貸与、車・バイク・自転車通勤可
●オープニング アットホームな施設を目指しています

…………………■ 契 約 社員 ■…………………
● 20代〜40代の女性が活躍中！
● 正社員登用制度あります
内容／電話対応（当社のお客様とお話していただ
く仕事です）、パソコンによる入力あり
資格／電話応対経験者及びパソコン操作できる方
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、慶弔・有給休暇、産休、育休

……………………■ パート ■……………………

㈱ 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
ブライト企業認定企業

創業
43周年

● 経験者、未経験の方どちらも歓迎です
● 勤務時間（3h、5h、7.5h）
● 明るい雰囲気で働きやすい会社です

http://550229.jp

● 扶養内でも働けます

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。
入社日、勤務時間はあなたの希望に応じて
シフトを組めますので、お子さんの学校行
事も優先できます。

「楽しく仕事をする」を
実践している会社です！

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）

☎096-385-6226

〒862-0950
熊本市中央区水前寺2-2-1
健康家族ビル

[月〜土] 9：00〜17：30

担当／総務人事課

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

ふきのとう
東区下南部2-15-11（市営下南部団地そば）

☎096-388-2721

週 1 回の「リビング新聞」配布
毎週水曜か木曜の日中に
お住まい近くのエリアで
2h〜4h程度

300部〜500部ポスティング！
！
リビング配って
「ウォーキング」
運動不足の解消！!
募集：熊本市内・合志市・菊陽町・益城エリア
月収／500部の場合…約2万円
（部数、チラシ数等により異なる）

リビングプロシード

☎096-359-3611 担当：中道

初めてでもご安心ください

………………………………………………………………………
①【 深夜清掃（浴場）】 時給／1300円
時間／24：00〜翌2：00 2hのみ
②【 フロント
（朝・昼・夜）】 時給／830円 ※19時〜900円
時間／8：00〜22：00の内5h〜6h 応相談
③【 調理補助（惣菜作りのお手伝い・軽作業）】 時給／860円
時間／週3〜5日 13：00〜21：00の内5h〜6h 応相談
………………………………………………………………………
明るく元気なやる気のある方！ 年齢経験不問！

つる乃湯 熊本インター店
東区石原 2-4-11
（東バイパス沿運動公園入口）

☎096-335-8000

パート アルバイト

長嶺シュロアモール 食品スーパー

仲間と協力し合い
質と効率を高め働いています

一緒に魅力的な売場を
作りませんか？
フレンドリーな職場です

①レジ接客 ②ベーカリー
③商品品出し・陳列
④ナイトマネージャー

①賞与年3回と入社祝金
意見や要望をスタッフで共有
資格取得支援制度
HPで
← 他職情報も
募集中!!
南区杉島1152-1
（3号線杉島交差点より車で1分）

☎096-358-0377

パ ア

時給／①②③ 820円+規定内交通費
④920円+規定内交通費
時間／① 10：00〜14：00・14：00〜18：00
② 9：00〜13：00・14：00〜18：00
③ 7：00〜11：00 ※早朝4h
④ 18：00〜22：00
制服貸与・車通勤可

経験、年齢不問

…… レジも複雑な業務はありません ……
「はじめても」
「時短」
も問わず
●1日3h〜相談可 ●時間内希望相談可
他のスーパーとはちょっと違う売り場

ハローデイ 長嶺店
東区長嶺西 1-5-1（シュロアモール内）

☎096-387-0812
担当：松本・吉見

パソコン入力・事務作業スタッフ

ライフスタイルに合わせて
柔軟に働き方を変えられる職場
ansはマイホーム購入の相談窓口
働くママ活躍中！スタッフのサポート業務がメインのお仕事です
………………………………………………………………………
● 帯山店・流通団地店（2店舗）
エクセルやワード等基本操作ができる方、
電話対応、
キッズ対応、
その他スタッフの補助業務
時給／900円〜 時間／9：30〜15：00 相談に応じます
休日／水曜日＋シフト1日
（その他休日は相談に応じます）
資格／普通自動車免許保有者
待遇／社会保険完備、車通勤可
応募／履歴書送付後、追って面接等連絡致します
応募受付は流通団地店で行います
お問合せ等お気軽にお電話ください
………………………………………………………………………
〜職場環境をぜひ見学にこられて下さい〜
● スタッフのお客様と向き合い、寄り添う話を聞くことができます
入社後は安心して働き始めることができます

契約社員

熊本支社

中央区新市街 7-20-2F
応募／電話後、お仕事の流れを説明します （辛島町電停前 交通センター 徒歩3分）

週2〜3回でも…と悩んだら
まず電話でお気軽にご相談ください！
男女問わず大募集です！

①サービス提供責任者 ②看護師

人と話すのが好きな方、丁寧な対応のできる方
あなたの経験が生かせるお仕事です！

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、制服貸与、社員食堂有

●パート：4h〜8hで希望時間
時給／930円〜 ※週1〜5日程度

どの職種も難しいことはありません、
ご安心ください！

2019年度契約社員・パート同時募集！

給与／当社規定（昇給有り）＋賞与（年2回）

●正社員：① 8：30〜17：30 ② 17：00〜翌9：00
給与／20万円〜 ※週休2日

60歳以上歓迎
復職や転職に
老年看護の分野が学べます

接客経験があれば
活かすこ と がで きます
帯 山 店・流 通 団 地 店

契約社員 パート

定食屋 百菜旬

デイサービスの看護職

勤務地／下江津・下南部
資格／看護師・准看護師

委託業務

担当：森本

温泉施設 館内スタッフ

4月20日新設！ 約29名小規模ホーム
『セカンドライフななみ』

●1日4h〜5h
イオンモール熊本内で働く
●飲食業界で短時間から
ミセスさんの時短叶います
……………………………………………
時間／10：00〜23：00内で応相談
①9：30〜 ②10：00〜
③17：00〜 ④18：00〜
※短時間、
シフト、
フルタイム、
さまざま

正社員 パート

正社員 パート

● 車、バイクなど通勤可
● 休日や勤務に応じたシフト制
● シフト制で土日も交代でお休みできます

ナンキュウスタッフ
厚生労働大臣許可 43-010089

パート アルバイト

担当：藤本

子育て世代も
たくさん頑張っています！

●無理な勧誘はありませ ん
● 週５・ 日勤務 月収 万２０００円可
●社保完備 交通費支給
●Ｎｅｗメン バー 増員中

カードカウンターで百貨店を
利用するお客様への業務手続き
お得がいっぱいを案内

中央区渡鹿 1-13-5

☎096-371-2478 担当：宮崎

TKUヒューマン
☎090-7167-9774 ☎096-359-3412
FAX050-1351-3763 FAX096-312-3153

小規模のデイサービス ふれあいが好きな方
病院の看護師と違う働き方

訪問への往復時間も時給支払

【 パート 】週2日〜5日
時間／8：00〜17：00、11：00〜20：00
曜日・時間・短時間 応相談
時給／1000円〜1100円
訪問先への移動時間も時給計算
資格／運転免許、ヘルパー2級以上

百貨店でのTCカード入会受付

● 服装は自由です

＜10＞

広告のお申し込み

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

紹介

土曜日

〒860-0834 熊本市南区江越2-3-7

0120-934-818 担当：藤本

2019年度募集！パート 同時募集！

ブライト企業認定企業

創業43周年！ 働く女性応援企業！
充実の研修サポート体制あり！
……………………… ■ ① 契約社員 ■ ………………………
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）、健康診断、厚生年金、育休・産休
雇用・労災・健康保険、正社員登用制度有、制服・社員食堂
………………………… ■ ② パート ■ …………………………
業務／商品の箱詰め等（未経験でも出来ます）
時間／9：00〜15：00、12：30〜17：30（実働5h）
8：30〜17：30（実働8h）
休日／週休2日制（日・祝他週1回）、年末年始
時給／800円〜（昇給有り）
待遇／交通費支給（当社規定）、制服貸与、雇用保険
社会保険（実働8hの方のみ）

お子さんの学校行事を優先できます
未経験の方でも長く働けます
http://550229.jp
〒862-0950

熊本市中央区水前寺2-2-1

☎096-385-6226

健康家族ビル

[月〜土] 9：00〜17：30

担当／総務人事課

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

