
＜17＞　2019年7月20日　土曜日

レストラン 朝食配膳
専用レストランでのサービス

時間／7：00～10：00　 交通費支給
1日3h　週2～　学生、中高年も歓迎
時給／850円　すきま時間活用できます

グランガーデン熊本
中央区城東町 4-7（キャツスルよこ）

☎096-359-1893 担当：ニタミズ

介護付有料老人ホーム

ア

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

週 1回の「リビング新聞」 配布
【 募集エリア 】

熊本市内・合志市・菊陽町・益城等

中央区新市街 7-20-2F（辛島町電停前徒歩1分）

☎096-359-3611 受付／月～金 10：00～17：00

委託業務

熊本支社

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」

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」

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
　　　まずはご応募ください
……………………………………………
●リビング新聞を配ってお小遣いをゲット！
　家計にやさしい健康づくり♪
●早朝、習い事のお迎えついでのスキマ時間に

リビングプロシード　 検索

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！

学校給食 栄養士
未経験者歓迎　勤務：長嶺の中学校
時間／8：30～16：30　7h　休憩1h
休日／土・日・祝祭日　長期連休有り
年齢不問　車通勤可　時給／1000円

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

契

事務全般
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  賞与  各種保険  経験者優遇
※中高年可　簡単なPC操作あり

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

住宅コーディネーター
注文住宅の内装・外装・住宅設備を
お客様と打合せしていただきます
打合せ場所／当社事務所　中央区水前寺
　　　　　　※経験者優遇
決まるまでの2～3回出向ける方
時間／事前に予定日を連絡します
報酬／1棟につき4万円
その他／車運転免許　※男女募集

住宅・インテリアに興味があり
前向きに考えられる方

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　※バス停0分）

0120-1500-78

委託業務

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 水前寺駅徒歩3分 ①受付事務 ②院内清掃
経験がない方でも大丈夫です
賞与3.5ヶ月　通勤手当　各種保険
①受付事務　14万5000円～　ブランク可
※経験資格のある方尚可　笑顔と気配りのできる方
②院内清掃　12万5000円～　※経験問わず
病棟、外来、事務室、水回り等をお願いします
①月火木金9：00～17：00　水～12：00　土～15：00
②月火木金10：00～18：00　水9：00～12：00　9：00～15：00

休み 水・土午後　日祝他
丁寧にわかりやすくサポート
賞与3.5ヵ月 即日勤務できます

水前寺大腸肛門科医院
中央区水前寺3-5-11（JR水前寺駅徒歩3分）
☎096-381-2241 担当：本多

医療法人社団

正社員

WEB公開中　介護職
子育て世代・ブランク復帰応援
週3日・1日3h～勤務OK

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

苦手な業務は調整
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

派遣社員 パート

保育士・幼稚園教諭
現在26名の保育士活躍中
急な休み希望にも対応します

時間／9：00～16：00（6h） 土・日・祝休
時給／900円　無理なく働けます

大江こども園
中央区大江2-1-18（KKTそば）

☎096-364-2090

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17:00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

☎096-368-2811

希望シフトに柔軟に応えます
26床、アットホームな病棟

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

看護師・准看護師正社員 パート
●年間休日115日　●賞与年2など
詳細はお電話にて　病院見学も可能です
①日勤帯のみ　8：30～17：30、11：30～20：30
　＜パート＞ 9：00～16：00
②夜勤専従　16：30～9：00　9～10回程度/月
給与／正看 22万円～32万円
　　　准看 17万円～24万円
　　　パート 時給1100円～1300円

①生活支援　②ルート送迎
時給940円～1200円　別途夜勤手当
＜新規＞ 障がい者グループホーム
①《日勤・夜勤》　施設内生活サポート
●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《中抜け可》　車両管理、車清掃
●※ワンBOX車 10人程度 朝・夕
　7：30～10：30+15：00～18：00　※6h

未経験の方も男女共に活躍中
施設見学　新規採用
オープニング！！

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）

看護師
頼れる看護師として活躍ください
障がい者通所サービスでの生活支援
●じっくり向き合い、やりがいが実感できる
●共に助け合い成長していきましょう
《正看護師》 給与20万円～　　  時給1110円
《准看護師》 給与16万9000円～　時給1110円
休／シフト　時／1日8hのシフト　パート相談
経験者優遇　他面談にて
オープニングだから働き方の相談しっかりききます

働き方見学相談会
誰かの笑顔になる仕事

ケア・ハピネス

☎096-215-9101

社会福祉法人 明徳会

パート

北区梶尾町1379-3

給食調理
※曜日・日数はご相談できます

時間／5：45～19：15内 3交替制
給／14万5500円+手当1万2000円+賞与
時給／820円　1日～働けます

龍田病院
中央区黒髪 6-12-51

☎096-343-5819 担当：下田

正社員 パート

花屋のスタッフを募集します
①大江店（12/1新規オープン）
時間／8：30～20：00の中で5～6ｈ
　　　週3～4日、シフト制
　　　（オープン前は他店で研修期間有）
②本社（花の加工作業・接客なし）
時間／月水金勤務、9：30～17：00（変動有）
スーパー納品の為の加工作業です。
時給／①②800円～

熊本市中央区大江に12/1
新店オープンします！

オープニングスタッフ募集！

株式会社 美向
（本社）北区清水新地5-3-12
☎096-348-1170

担当：松川

パート

8、9、10月入社大募集!
土・日・祝日休みだから、お子さんがいても安心！

創業43周年！
全国に通信販売！

ブライト企業認定企業

☎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

①【契約社員】 基本的なパソコン操作が可能な方、電話応対
　時間／8：30～17：30（実働8h）
　休日／土・日・祝日（他：夏・冬期休暇、年末年始）
　給与／16万円（昇給有）、夏冬賞与（年間：給与の2～3カ月分）

②【パート】 人と話すのが好きな方。当社のお客様にお電話をする仕事
　時間／9：00～17：30の間で3～7.5h　週3日以上の勤務
　　　　残業、ノルマなし。 服装、シフト自由！ 1hごと休憩有
　休日／土・日・祝日（平日の休みもOK）
　給与／時給800円～1000円（入社3カ月後、時給UPに挑戦可）
……………………………………………………………………
待遇／①正社員登用制度有、社員食堂有、育休、産休
　　　①②交通費支給（当社規定）、定期健康診断有、雇用・
　　　労災・健康保険、厚生年金　※②社保勤務時間による

契約 パート

工場内軽作業スタッフ　急募
勤務地／菊池市　時給／1100円
時間／8：00～16：45
※10：00、12：00、15：00の合計60分休憩
勤務日／月～金（週休2日制）
休日／土・日（会社カレンダーによる）
待遇／交通費規定支給
応募／まずはお気軽にお電話を！
　　　出張面接いたします！

工場内での簡単な軽作業
冷暖房完備

子育て中の方活躍中！

古河ライフサービス㈱
福岡市博多区博多駅前3-2-1
日本生命博多駅前ビル

10120-379-552 採用担当

契約社員

クリーンスタッフ　未経験者歓迎！
勤務地／手取本町・水前寺・室園・白山
　　　　南熊本・益城ほか（応相談）
時給／770円～　交通費支給（当社規定）
時間／6：30～17：00　勤務地により異なる
　　　時間、曜日など相談可　
休日／シフト制  応相談
待遇／雇用・労災保険、制服貸与
　　　車・バイク通勤可（勤務地により異なる）

病院・公共の施設・空港など
地域とともに創業53年

まずはお気軽にお電話下さい

株式会社 明光
中央区南熊本 5-10-4

☎096-371-5977
10120-393-715

パート

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8月3日号です
委 …委託業務

紹 …紹介

派 …派遣社員

パ …パートア …アルバイト

正 …正社員 契 …契約社員

学童保育支援員
経験不問・土日休・日数等応相談

時間／13：30～17：30
時給／1100円　※資格者
保育士・教員免許のいずれか必須

放課後デイサービス くれぱす
北区武蔵ヶ丘3-19-6（武蔵小そば）

☎096-339-3608
☎090-9472-8753 担当：後藤

パート

①看護師　②生活世話人

←HPで他職情報も
　 募集中!!

●いつまでも元気に
　働きたいシニア層歓迎
●資格取得は希望者へ支援
●職場環境良好

4月新設 約29名小規模ホーム
『セカンドライフななみ』

パート

①看護師：看護と介護業務全般
　資格／正看護師または准看護師
　時間／8：00～19：00内　実働4～8h
　　　　※日数、時間応相談
　時給／1000円～1500円
……………………………………………
②生活世話人：洗濯・清掃生活支援
　時間／9：00～18：00　※応相談
　時給／780円～900円　昇給あり
　　　　祝祭日の場合：880円～
　※資格・年齢など男女問わず
……………………………………………
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

南区富合町杉島 1152-1
（3号線杉島交差点より車で1分）

☎096-358-0377

セカンドライフ ななみ
住宅型有料老人ホーム

デイ　介護送迎ドライバー
退職後のすきま時間に活躍者多数
ハイエースワンBOXカー運転　AT限定可
時間／8：00～10：00　16：00～18：00
※午前・午後いずれかでも可
週2日～　東区下江津勤務　中高年可
日曜休み　一時金年2回　※曜日相談
明るく親切な方　経験不問　時給835円～
60歳以上歓迎　平日の勤務になります

普通自動車免許
1日２h～４h　経験問わず
丁寧に運転できる方

セントケア九州㈱
中央区十禅寺 1-3-1（世安ウエスト車2分）
☎096-278-7811 担当：松井

総合福祉サービス

パート

温泉施設 館内スタッフ
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
深夜清掃は子育て中の主婦の方・学生さんも活躍中

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

パート アルバイト

① 深夜清掃（大浴場）　時給／1300円　時間／24：00～翌2：00　2hのみ
② フロント（夜）　時給／860円～　※PCできる方
　 時間／15：00～22：00の間で5h～6h程度
③ 皿洗い　時給／860円　 時間／6：30～8：30　週3日～
④ 家族風呂清掃　時給／860円
　 時間／16：00～21：00又は22：00まで　※土日祝のみでもOK※
…………………………………………………………………………

明るく元気なやる気のある方！　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

どの職種も難しいことはありません、ご安心ください
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①介護助手　②調理
県下最大級の医療法人の
新しいチームメイトとして
活躍の場を広げてみませんか

中央区神水 1-14-41

☎096-381-8743

①介護助手　※通所リハビリ
時給／885円～
時間／8：30～17：00　休日／日・他1日
　　　※週5日の37.5h勤務

②調理　朝夕60～80食、昼100～120食
時給／調理師  941円　調理補助  885円～
時間／5：30～18：00　※3シフト
休日／4週8休

…… 安心して働ける　院内保育有 ……
●賞与年2回　●昇給有　●交通費
●育休・介護休・看護休　他

キャリア、経験も年齢問わず業務に取り組む
ジョブチャレンジを応援します

HPで詳しく
チェック!!←

子育て支援優良企業認定
資格は持ってないけど…
いずれもすぐ始められます

パート


