
2019年7月6日　土曜日　＜18＞

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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●次回掲載は7月20日号です
委 …委託業務 派 …派遣社員 紹 …紹介

パ …パート ア …アルバイト

正 …正社員

介護 初任者研修以上
選べる時間帯・デイサービス

週休2日他　時間／8：15～17：15
他手当、交通費、車通勤、各種保険、賞与
給／正：14～16万円　パ：時給800円～

一般社団法人 ウェルビー
上益城郡益城町古閑12-7（ファミリーマート横）

☎096-237-7361 担当：山本
デイサービスくらら

正 パ

定食屋　（昼・夜）ホール・キッチン
時給／900円～950円
　　　※22：00以降は時給1125円～
●ゆめタウン光の森店内
日祝手当50円／h 　他各種手当あり
時間／（昼）9：30～または10：00～
　　　（夕）17：00～または18：00～
●週3日～、1日3h～OK　休日はシフト制
履歴書不要・制服貸与・交通費支給・まかない有

仕事帰りに買い物ができる
中高年まで幅広く活躍中です

日祝手当+交通費

おさかな家族 雑魚屋
菊池郡菊陽町光の森 7-33-1
☎096-213-5571

和食処レストラン

パート

調理補助、盛付
年齢・経験不問　社保、他あり

時間／8：00～17：00　休日／土日
時給／950円～1000円
勤務／菊池・合志　各種諸手当支給有

（株）セレナ
北区弓削 4-1-64 マンソービル206

☎096-215-8255

正社員樹脂製品の製造
男女経験不問　簡単な機械操作

時間/①8：00～17：00　②17：00～翌2：00
昼勤務のみ有　時給/1050円　土日休み
勤務/大津町　昼勤/時給1000円～

（株）セレナ
北区弓削 4-1-64 マンソービル206

☎096-215-8255

正社員 一般事務
●PC基本操作、電話対応、伝票整理など
●1日5ｈ　交通費、雇用保険、車通勤可
学校関連に美化用品を販売している会社です
実務経験は問いません　有資格者は優遇
※実務経験者尚可
※家庭の都合などはご相談ください
休日／土・日・祝　年末年始・GW・夏季休暇
時間／9：00～15：00　時給／900円～

時給900円～ 実働5h
仕事はすぐ慣れます

15：00まで　賢い時間活用

(有)タナカ美材販売
東区新南部 3-9-15（西原小学校そば）
☎096-382-6996

パート

百貨店　短期催事会場

☎090-5749-7985 担当：大坪

①「沖縄展」 7/24（水）～30（火）
②「物産展」 8/7（水）～13（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

………………  夏バイト・短期・経験問わず  ………………
わくわく情報がいっぱいの登録会
お友達同士、親子での参加者多数！！

時給／①②1000～1200円　※交通費全額支給でしっかりサポート
時間／9：00～19：30（9h内実働7.5h）
……………………………………………………………………

―― 学生や主婦さんに魅力の短期 ――
―― 自分磨きは好きな仕事で充実 ――

時給1000円で6日間働くと
1日7500円×6日で4万5000円
短期だから気軽に活躍できる♪
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ナンキュウスタッフ

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・立丸

ハローデイ 長嶺店

アルバイトパート

1日3h～ 時間内希望可
制服貸与　経験、年齢不問
「はじめて」も「時短」も問わず●時給がUPしました！

●レジも複雑な業務ありません
●自由度の高い働き方ができます
①レジ接客（A）10：00～14：00　850円
　　　　　（B）14：00～18：00　850円
　　　　　（C）18：00～22：00　900円

②③⑤ベーカリー、青果、品出し・陳列
　時給／850円
　時間／7：30～11：30、13：00～17：00
④デリカ　時給／850円
　時間／7：30～11：30、16：00～20：00
⑥ナイトマネージャー　時給／950円
　時間／18：15～22：15
※すべて規定内交通費あり　車通勤可

①レジ接客　 ④デリカ
②ベーカリー ⑤品出し・陳列
③青果　　　 ⑥ナイトマネージャー

賞与・有休あり　週2、3日～　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）

ひまわりクラブ
合志市豊岡 2224-29

☎096-248-8889 担当：渡辺

合志南小学童保育

学童保育支援員パート

週 1回の「リビング新聞」 配布
お住まい近くの慣れたエリアで
2～4h程度のお散歩ダイエット!!
「お散歩しながら健康づくり」
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）
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

配布応募の動機は
「健康のためには体を動かす
ことが何より大事です」

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（辛島町電停徒歩1分）

☎096-359-3611
受付／月～金 10：00～17：00

スタイリスト　急募
最先端の手法
ここでならスタイリスト
デビューができる実力店

南区城南町塚原1345
（イオンモールより車約10分）

☎0964-53-9362

①責任者　給与／50万円～
　　　　　※お店をお任せできる方

②正社員　給与／30万円～

③パート：土日・祝などWワークしながら働ける
時給／1000円～2000円以上　
………………………………………………
時間／9：00～19：00シフト　③応相談
休日／月6日シフト、お盆、年末年始　③希望日
………………………………………………
●待遇／昇給、賞与、社保完、交通費、車通勤
●美容師免許保持者
■責任者へのキャリアプランで安定した収入
■ママさん美容師も活躍中　育休あり

ご不明な点はお気軽にご連絡下さい

ヘアーサロンルーチェ

転職・独立したい方
やる気成果を評価

ライフステージに合せた勤務
経験・能力に応じた給与体系

正社員 パート

↑HPを
チェック！

電話案内業務
全国の高校・大学同窓会名簿作成委託
日祝隔土休　交通費・雇保・ノルマなし
同窓生へ名簿発行案内　時給840～900円
①9：00～13：30　②～14：00　③～15：00 （30分休）

㈱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

パート学童保育指導員
午後2hだけ週3日～　有資格者尚可
時間／13：00～17：00　時給／800円～
勤務／小学校内　放課後、春、夏、冬休み
有資格者時給850円～　年齢は問いません

学童クラブ バンビ
合志市須屋 1873

☎090-1369-2219 担当：倉岡

西合志南小学校

パート

設計士
木造建築　見積もり及び現場管理
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／40万円～　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

子育て世代・ブランク復帰応援 パート介護職
◎週3日・1日3h～勤務OK
◎苦手な業務は調整します

中央区桜町 1-20-14F

10120-288-390 担当：野上
求人番号：MR005625

資格／初任者研修・実務者研修・介護福祉士
時間／※勤務例
　　　早番　7：00～11：00内3h～
　　　日勤　9：00～16：00内4～6h
　　　遅番　16：00～20：00内3h～
休日／土日祝、週3日他、応相談
待遇／交通費支給、各種保険完備
……………………………………………
勤務地／中央区：帯山、本山、南区：御幸
　　　　東区：山ノ神、小山、桜木
　　　　北区：植木、龍田陳内、合志市野々島
　　　　宇土市松山町、その他勤務地多数
時給／初任者研修：時給1050円～
　　　実務者研修：時給1100円～
　　　介護福祉士：時給1200円～

←WEB OPEN!!
　新着情報更新中

労働者派遣事業許可番号　派43-010084
有料職業紹介事業許可番号　43-ユ-300015

探す時間がない、面倒…
エリアご相談にのります
登録のみも大歓迎♪

介護・看護・保育派遣のマルル
SOGO‐PLANT

派 パ

㈱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17:00まで）

中央区・東区・西区・南区　大型施設売場
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

ランチタイム　ホール
●年齢や経験にかかわらず採用中
●丁寧な安心サポートあり
時間／10：30～15：00内3～5h程度
　　　※無理なく短時間の希望が叶う
勤務曜日、時間は面談時お伺い致します
子育て中、介護世代も多数在籍
随時相談しながら働けます
時給／900円　※週1日～

希望シフト柔軟に応えます
バス・電車の通勤便利な街中
中央区安政町　三年坂通り

峰寿司 三年坂通り支店
中央区安政町5-4  CARINO5  1F・B1
☎096-324-4500

受付／11：30～22：00　担当：ミチニシ

アルバイトパート

☎096-368-2811

●希望の働き方にお応えいたします
●年齢、前職を考慮　●休日など面談時
患者さんとの心豊かなふれあいを
大切にされる方歓迎
①時間／8：30～17：30、16：30～翌9：00
　7：00～16：00、11：30～20：30で応相談
　正看護師22万円～　准看護師17万円～
　※夜勤専従、シフト、日勤など選択

②調理 ※他手当有 （正）15万円 シフト
（パ）早出6:00～10:00 1000円
（パ）遅出15:00～19:00 850円

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

①看護師（病棟）　②調理（資格不問）正社員 パート

事務スタッフ
時給／800円～　経験考慮
業務／電話応対・荷物の受け取り
　　　PCでのスケジュール管理
休日／土・日・祝、年末年始　ほか
資格／年齢不問（高校生不可）
　　　PC操作に抵抗ない方
事業／保険代理店（各種生・損保）
　　　お気軽にお電話下さい

平日のみ週3日
10:00 ～17:00 休憩1h
扶養内OK! 時間帯応相談

㈱FPパートナー熊本支社
中央区水道町5-21コスギ不動産水道町ビル 4F
☎096-288-3202 担当：田中

パート

自動車販売・メンテナンス　スタッフ
勤務／中央区本山4-3-7（本社）
　　　南区近見6-12-100（カーリンク熊本南）
給与／16万8000円～22万3000円
　　　※試用期間3カ月：時給900～1200円
資格／普通自動車免許、学歴不問
時間／8：30～17：30　休日／週休2日制
待遇／新人研修制度あり、昇給、賞与年2回
　　　各種保険、通勤手当、各種手当
　　　退職金制度、有給休暇、ほか

事業拡大につき３名募集！
リース車の点検・引取り・
納車などのお仕事です。

株式会社エムロード
中央区本山 4-3-7

☎096-352-8177
担当：大髙（おおたか）

正社員 ノルマなし！　自動車保険（営業）
勤務／中央区本山4-3-7（本社）
給与／16万8000円～22万3000円
　　　※試用期間3カ月：時給900～1200円
　　　経験、能力により優遇します
資格／高卒以上、普通自動車免許
時間／8：30～17：30　休日／週休2日制
待遇／新人研修制度あり、昇給、賞与年2回
　　　各種保険、通勤手当、各種手当
　　　退職金制度、有給休暇、ほか

事業拡大につき３名募集！
当社のお客様にもしもの
備えの提案をするお仕事です。

株式会社エムロード
中央区本山 4-3-7

☎096-352-8177
担当：大髙（おおたか）

正社員

7、8、9月入社　20名募集！
創業43周年　未経験者大歓迎！
土・日・祝日休みです！
初めての方もマスターできます！

☎096-385-6226   
http://550229.jp

担当／総務人事課
[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

〒862-0950　熊本市中央区水前寺2-2-1
健康家族ビル

内容／電話対応。　当社のお客様とお話しいただく仕事です
　　　研修もあるので安心！
時間／9：00～17：30の間で3～7.5h　　週3日以上の勤務
　　　残業、ノルマありません。服装もシフトも自由！
休日／土・日・祝日（平日の休みもOK）
資格／パソコンが使えなくても大丈夫。中高年の方も活躍中
時給／800円～1000円
　　　（入社3カ月後、時給UPに挑戦できます！）
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　※社保勤務時間による

㈱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

パート

合志市社員食堂 調理補助
子育て中の両立、中高年の方も活躍中
時間／9：15～14：15（5h）　週2日～採用
時給／800円　休日／土、日
未経験者歓迎　年齢不問

パ

魚国総本社九州支社熊本事務所
東区御領 8-5-5 B棟2号室 （熊本インターそば）

☎096-349-7815
☎080-6449-8593 担当：松山

オープン !!　ヘアカラー専門　美容師
白髪、おしゃれ染め専門店

●受付・ブローはセルフ
●カット一切なし、自動シャンプー、カラー施術
●要美容師免許 ブランク、経験年齢不問

楽しみながらの接客
西回りBP沿い　西区春日
交差点　おたからや向い

西区春日 7-29-12（大同青果から車1分）

☎080-3988-6208 担当：大谷

タビアカラー
ヘアカラー専門店

手荒れに悩んでいる方も安心
休眠美容師さん、復職しませんか

夜間、休日の講習、練習会など一切ありません
………………………………………………
●時給／850円～　土日祝1000円～（規定有）
　時間／9：30～19：00　応相談
　休日／月曜定休、他希望日
　待遇／交通費、昇給、車通勤、正社員登用

●店長候補：給与／19万円＋報奨金
　時間／9：30～19：00　休日／6日以上
■新たな挑戦を一緒にしましょう
　過剰な商品説明などは必要ありません

面談：南区野口 4-14-10にお越し下さい

アパ

①臨床検査技師　②調理スタッフ
①臨床検査技師　《正社員》 《パート》
　給与／（正）17万7400円～
　（パ）時給1088円～
②調理スタッフ 《正社員》　※パート応相談
　給与／13万2500円～
【①②共通】　休日／4週7休
時間／8：30～17：00　②のみシフト制
待遇／各種手当、社会保険完備
　　　交通費別途支給、制服貸与

資格を生かしたい方 ※経験により加算
未経験の方も歓迎 

詳細はお電話にてお問合せ下さい

熊本リハビリテーション病院
菊池郡菊陽町曲手 760

☎096-232-3111
担当：総務課 永廣（ながひろ）

社会医療法人社団 熊本丸田会

正社員 パート

PC操作簡単な事務
男女募集　日・祝日に出勤できる方
時間／9：00～18：00（8h）　休／月に6日
給与／20万円　経験者優遇　詳細面談
※バス停0分　電話対応・書類作成など

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

①看護師 ②介護ヘルパー ③調理

北区室園町 12-10

①正社員：３カ月後10万円支給
　　　　  さらに、賞与は4カ月
正看護師
（正社員）24万7300円～37万2100円
（パート）時給 ⓐ1300円～　ⓑ1000円～
准看護師
（正社員）19万8300円～23万5000円
（パート）時給 ⓐ1050円～　ⓑ900円～

②介護ヘルパー
（正社員） 18万円～22万5000円
（パート）時給 ⓐ900円～　ⓑ850円～
………………………………………………
時間／（正）日勤  8：30～17：30
　　　　　夜勤  15：30～翌9：00
　　　（パ）応相談　時短勤務可
休日／（正）年間113日　シフト　（パ）応相談
待遇／他諸手当、賞与、他
　　　職員寮、院内保育を完備

正社員 パート

③調理員（正）15万8000円～
　　　　（パ）850円～950円
配膳盛付（パ）800円～
時間／5：30～19：00のシフト

朝日野総合病院

☎096-344-3000
内線2225  担当：村田・潮崎


