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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＞

☎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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　　4月20日号です委 …委託業務

パ …パート

ア …アルバイト

正 …正社員

紹 …紹介

派 …派遣社員

契 …契約社員

准看護師
午前中のみ１シフト　時給1100円～
休日／日曜・祝日　時間／9：00～12：30
各種保険、交通費、車通勤可　※昇給有
※扶養内でも働けます

きぬはら整形外科クリニック
中央区出水 4-26-11（出水ふれあい通り肥後BK横）

☎096-373-1377

パート電子カルテ 医療事務
Word・Excel必須　興味のある方歓迎
時間／9：00～18：00　※詳細面談
木・土14：00　制服貸与・賞与　休／日・祝
給／17万円～交通費支給　初心者可

つきで整形外科
東区月出 1-3-3（鉄砲塚バス停徒歩2分）

☎096-213-1666

正

病院 ①調理補助 ②介護補助 ※登録受付中
①中央区　本荘
②中央区　本荘と南熊本・南区　御幸笛田
時／①8：30～17：30　実働8h　※午前・午後可能
②8：30～17：30内2h～フルタイム可能
●社保完・制服貸与・車通勤可　●希望休
配膳、盛付け、簡単な調理です
介護士の先輩のそばで働きながら学べます
※事務系のお仕事情報も受付中

資格不問 時給950円～+交通費有
調理・介護の業界へ挑戦

月収16万7200円可 月22日勤務

（株）ティツゥ
中央区水前寺3-14-1

エバーグリーン水前寺2番館101
☎096-288-9230 受付9:00～17:00

労働者派遣業  派43-300115

派

分譲マンションの日常清掃 中央区大江
勤務地／大江6丁目　※ハローワーク熊本近く　土・日・祝お休み
共用部分の清掃　初めての方でも親切に指導します

契約社員

時間／月～金の8：00～12：00　実働4h　　給与／日給月給制　6万2730円
待遇／交通費支給（月1万円まで）、制服貸与、雇用・労災保険

50代・60代からでも働き始めませんか
※専門知識、経験不要　※午後Ｗワークも可

《 掃き掃除、拭き掃除、モップ掛け、ごみ処理 》
からだを動かし健康な生活を送りたい方　快適で安全な暮らしの支えのお手伝い

《 シニア層の方、女性の活躍応援中 》
お気軽にご応募ください　みんなが活躍できる職場です

■分譲マンションの維持管理業

☎096-278-7680 担当：中西・桐原

〈郵送・問合せ先〉　㈱穴吹コミュニティ　熊本支店　〒860-0801
　　　　　　　　 熊本県熊本市中央区安政町4-19　TM10ビル1F

営業・設計・工務
木造建築　※経験、建築免許等により優遇
時／9：00～18：00　休／自己都合取得可
詳細は面談時にお伺いいたします
給／19万円～　各種保険、賞与、他手当

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

正社員

マンション受付と管理のお手伝い
難しい仕事ではありません
週3日の7h勤務
月ごとの勤務　①月水金 or ②火木土
時間／9：00～17：00　休日／働き方に応ず
時給／800円～　交通費補助1日300円支給
桜町再開発の目の前　交通便のいい立地
子育てしながら働くことができます

現スタッフ：30～50代
経験は問いません

専業主婦からパートで社会復帰

桜町ハイム管理組合
中央区桜町1-25

☎096-325-0001 担当：藤谷

パート

①生活支援　②ルート送迎
障がい者施設が初めての方にも
親切にご指導致します
①《日勤・夜勤》　施設内生活サポート
●日常生活支援　定員80名　※時間日数応相談
　9：00～18：00　※朝夕の3h
　21：30～翌9：30　※夜勤型
②《日勤・中抜け可》　利用者送迎、車両管理、車清掃
●ルートドライバー　※ワンBOX車 10人程度 朝・夕
　7：30～10：30+15：00～18：00　※6h

時給940円～1200円
さらに夜勤手当加算
昇給あり　要普通免許

チャレンジめいとくの里

☎096-215-9101

社会福祉法人 明徳会

パート

北区明徳町707-1
（3号線交通機動隊入口より800m）

ヘナ染め専門店・男女美容師大募集！
勤務地／北区龍田陳内
時給／900円～（3ヶ月の試用期間762円～）
資格／美容師免許
時間／10：00～18：30（応相談）
休日／水曜・祝日（応相談）
年齢不問　60代も活躍中！
面接は随時お電話で受付中！
※受付事務同時募集中！

カットやパーマはありません
近日中に新店舗へ移転予定
勤務時間や休みは応相談

株式会社ピーク
（ゲルセゾン・アウル）

北区龍田陳内1-1-70
☎096-273-7344 担当：手塚

パート

㈱南九州商事 熊本支店
中央区花畑町4-1 太陽生命第2ビル1F

☎096-323-6681（受付平日17時まで）

中央区・東区・八代市内各売場
時給／830円（土日祝100円UP）+交通費
時間／9：40～18：50（実働5h） 週4日程度
早遅シフト　お気軽にお電話ください

宝くじ販売スタッフパ

和食店のホール・キッチン
経験を活かしたい方　未経験からも多数在籍
中高年や主婦にうれしい条件
■週2日～、1日3～6h
■お休み等はシフト内でも対応
履歴書不要・制服貸与・交通費支給・まかない有
※日祝・年始・お盆手当（50円/h）
＜昼＞9：30～または10：00～
＜夜＞17：00～または18：00～

平日時給：880円～930円
日祝時給：930円～980円
夜22時以降は1100円～

レストラン庄屋
〒857-1162 佐世保市卸本町 16-2 （本社）
0120-1818-34 担当：西村

アルバイトパート

ゆめタウンはません店

ブライダル会場 ①調理補助 ②洗い場 ③清掃
② マリーゴールド　東区佐土原2-5-135
①②アンジュールハウス　北区龍田弓削953-1
②③マリーグレイス　中央区出水8-572-1
①9：00～20：00　  4h～　時給800円
②11：00～22：00　4h～　時給800円
③10：00～15：00　5h～　時給780円
　月・金のみ、時間内休憩あり
●面談時詳細ご案内致します　車通勤可

繁忙期の為、急募！！
短時間もお気軽に相談下さい!

㈱マリード
東区秋津新町1-34 アムールパワービル5F

☎096-331-3550

アパ

担当：米原（火曜日定休）

簡単な加工検査
男女経験不問　選べる勤務時間帯！
①8:00～12:00　②13:00～16:00　③16:00～
19:00　土日休　※4h～残業無　1工程3人体制
勤務/北区植木　時給①②900円　③1000円

（株）セレナ
北区弓削 4-1-64 マンソービル206

☎096-215-8255

パート

午後早めに終わる　①②清掃　③ベッドメイク
【大津町高尾野　大手企業内工場】
①日常清掃をお願いします
時給／800円～+交通費1万円迄
時／7：00～16：00　※日祝休み・有給有
②共用部分をお願いします
時給／800円～＋交通費8000円迄
時／8：00～12：00　※週休2日・有給有
①②中高年活躍中！　社保完・車通勤可

㈱千代田 熊本営業所

☎090-8627-1744 担当：家入
菊池郡大津町室1011-1

パート
③菊陽町津久礼　ビジネスホテル
時給800円+交通費200円/日
9:30～14:00　※休みシフト・有給有

百貨店　短期催事会場と接客販売

☎090-5749-7985 担当：大坪

①「イタリア展」 5/１（水・祝）～7（火）
②「北海道展」　 5/29（水）～6/11（火）

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）

パ 紹

ナンキュウスタッフ

学生さんの短期バイトに!!
フリーターさんアルバイトさんの限定バイト!!
催事にはたくさんの出会いがいっぱい

………………　長期・短期のワクワク情報　………………
お仕事がいっぱい♪　まずは登録だけ！！
■学生さん、主婦さんに魅力の催事情報■

時給／1000円～1200円
時間／9：00～19：30（9h内実働7.5h）
※交通費全額支給でしっかりサポート
……………………………………………………………………

子育てが落ち着いた世代が扶養内で
年齢と経験に自信を持って働いています

■GW期間にやってみたい
■やったことがある

わくわく情報がいっぱいの登録会へお越しください
お友達同士、親子での参加も多数！！

電話案内業務
全国の高校・大学同窓会名簿作成委託
時／9：00～13：30　時給／840円～900円
日祝隔土休　交通費・雇保・有休あり
同窓生へ名簿発行案内　ノルマなし

㈱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

小規模・デイサービス ①介護 ②看護 ③調理
●小規模多機能型居宅介護　笑和
●デイサービス　えづ
勤務地はいずれかご相談ください
時間／24時間交替制or8:30～17:30　※応相談
休日／週休2日、他働き方に応ず
資格／①③不問　②看護師（正・准）
■人間関係良好、働きやすさはどこにも負けません
■時間帯、回数はご相談の上決定します

介護に寄り添い資格取得できます
正）介護15～20万円 看護17万円～
（パート）①③800円～ ②1000円～

特定非営利活動法人 江津福祉会
中央区出水 8-29-13

（江津団地バス停徒歩3分）

☎096-375-3160

正 パ

①サービス提供責任者 ②看護師

南区杉島1152-1
（3号線杉島交差点より車で1分）

☎096-358-0377

　 HPで
← 他職情報も
　 募集中!!

①賞与年3回と入社祝金
月収例：16万円+手当4万
3000円=20万3000円
+達成手当5000～3万円

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』

パート正社員

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 入居者様の笑顔のために寄り添います

定食屋のホール・キッチン
未経験者歓迎！
あなたの笑顔で
お客様を元気に！

定食屋 百菜旬
上益城郡嘉島町上島 2232
☎096-235-6280

イオンモール熊本店

正社員
異業種から飲食業界へ転職したい方
新しいことにチャレンジする気持ち応援！
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
待遇／交通費規定支給、昇給、社保、各種手当、他
詳しくは面談時に要望をお聞きします

遊技場での清掃作業スタッフ
≪ 朝の時間帯急募！ ≫

7：00～9：00は時給1000円
資格・年齢・経験不問　WワークOK

研修制度あり　未経験でも
安心してご応募下さい
女性が活躍中の職場です

福岡県飯塚市花瀬32-1

☎0948-22-1718 人事課

㈱トキワビル商会

勤務地／ベルエアMAX北部店
　　　　熊本市北区四方寄町 1666-1

時　間／①7：00～9：00
　　　　②10：00～16：00
　　　　③16：00～22：00
①～③から選んで勤務できます

給　与／①時給 1000円
　　　　②時給 800円
　　　　③時給 850円

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

面接は現地にて行います
お気軽にお電話ください

パート

訪問介護　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
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

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
中央区渡鹿 1-13-5

☎096-371-2478 担当：宮崎

パート

18時～の月20万円可能な電話案内業務

時給と別に毎月報奨金あり！
週2日～・1週間ごとのシフト制！

当社は教育事業や広告事業など行っています
《 仕事内容 》 お客様にお電話をかけ、マニュアルに沿って
　　　　　   当社のサービスをご案内していただくお仕事です。

時給1000円以上の高収入アルバイト。 毎週日曜はお休みです。

●「やったことないから心配…」 未経験者もOK！
　ほとんどの人が未経験からのスタートです！
　しっかり研修を積んで、自信をつけてからスタート♪
●電話対応マイスター資格取得も可能です
●バイトだけで月20万以上稼いでいる先輩も！
●週ごとシフト提出だから自分の時間を大事にできる！
…………………………………………………………………………
時給／1000円～　時間／18：00～21：00　週2日～、シフト制
休日／日曜定休、シフト制　待遇／報奨金あり、車・バイク通勤可

熊本市中央区大江 1-2-19 アカデミービル1F・2F
㈱九州教育研修センター

ア

10120-963-353 担当：ビトウ・ツルタ

毎月1～20万円の報奨金あり！
服装・髪型自由！WワークOK

車・バイク通勤OK！

長嶺シュロアモール　食品スーパー

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

ハローデイ 長嶺店

アルバイトパート

① レジ接客
② ベーカリー
③ 商品品出し・陳列

一緒に魅力的な売場を作りませんか？
………　1日3h～　時間内希望可　………
時間／①（A）10：00～14：00　
　　　　（B）14：00～18：00
　　　　（C）18：00～22：00
　　　②9：00～13：00　  14：00～18：00
　　　③7：00～11：00　※早朝4h

レジも複雑な業務はありません
フレンドリーな職場です

時給／①（A）（B）820円　（C）870円
　　　②③820円
　　　※規定内交通費あり
制服貸与・車通勤可　経験、年齢不問
「はじめて」も「時短」も問わず
他のスーパーとはちょっと違う売り場

●当店は働きやすさが自慢
●春から働きたい
●4月採用でスタートしたい…など

温泉施設の館内スタッフ
子育て世代もたくさん、頑張っています
①フロント　朝・昼・夜　時給830円　19：00～・900円
時間／8：00～22：00　5～6h　※応相談
②ホテル清掃　時給850円
時間／9：00～14：00　5h　※週3～5日
明るく元気！　やる気のある方！　年齢経験不問！
● 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

大学生の方もOKです
男女問わず大募集

週2、3日からも働けます

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

アルバイトパート

①計画作成担当 ②デイ介護 ③通所介護・看護
ふきのとうグループの介護は
教育・実践・ステップアップ
多くの職員が学び・成長できた
実績があります

☎096-388-2721（採用担当）
東区下南部2-15-11（市営下南部団地そば）

① 計画作成担当　《正社員及びパート》
　資格／介護支援専門員
　給与／20万円～　時給／1200円
　時間／ 正社員：週休2日　8：30～17：30
　　　　  パート：週2回～　4～8h

② デイサービス職員　《パート》
　資格／初任者(H2級)以上
　時給／800円～
　時間／週1～5日　4～8h

③通所介護　看護職　《パート》 
　資格／准・正看護師
　時給／920円～
　時間／週1～5日　4～8h

正 パ

小規模多機能ホーム ふきのとう
デイサービス こんぺいとう

●勤務地
東区下南部（下南部団地側）
東区下江津（セイラタウン隣）


