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広告のお申し込み

+制作費550円

1枠あたり
（32.2×39.3mm）
8,000円（税込8800円）
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●次回掲載は10月5日号です

委 …委託業務 紹 …紹介

パ …パートア …アルバイト

正 …正社員 派 …派遣社員

TKUヒューマン
☎096-359-3412
FAX096-312-3153

担当：森本

f-tｗoエフ・ツー
☎090-7167-9774
FAX050-1351-3763

担当：藤本

夜勤専従　介護職
● 月5回程度の勤務
● 生活全般～就寝、夜間
　 起床～食事介助など
…………  宿泊人数1～7名  …………
・泊まりが少なく夜勤帯が働きやすい
・顔なじみになれて業務も覚えやすい
・月の2/3はお休みが欲しい

現職を続けながら収入を増やしたい方歓迎
時間／16：30～翌10：30　休憩2h
待遇／昇給、駐車場、社内研修制度
　　　処遇改善加算一時金年2回
　　　喀痰吸引資格保持者（5000円/月）

資格／介護業務経験3年以上
給与／1万9000円～　※介護福祉士2万円～
　　　深夜、夜勤手当4500円含む

《夜勤》セントケア看護小規模くまもと
東区新外3-3-33（今年8月開設の施設）

パート

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

セントケア九州㈱
総合福祉サービス

HPチェック!!←

喀痰吸引研修を優先的に受講可
スキルアップを目指せます
フルタイム、正社員も同時募集

①短期催事　②接客販売
子育てが落ち着いた世代や
母娘息子、就活内定者、学生バイトなど
百貨店業界を体験してみませんか
●冬の北海道展 11/6（水）～25（月） 時給1100～1200円

☎090-5749-7985 担当：大坪
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）

ナンキュウスタッフ

①②時間／9：00～19：30　実働7.5h　交通費全額支給
※人気のため先着順になります　お早目に!!
…………………………………………………………………………
年齢や経験により長期で働いている方も多数
●アパレル　●ジュエリー　●紳士婦人服　●食品など

10/2（水）～フランス展・京都展も採用枠あとわずか!!

40代、50代の人たちが働きながら自分を磨く
仕事を頑張っている人は魅力的

売場に入るまで丁寧にお教えいたします

パート 紹介

百貨店での短期・単発・長期
直行・直帰あり　経験不問
勤務日相談OKです

週1回「リビング新聞」を自宅付近の各家庭へお届け

毎週水～木の明るい時間帯の
自由な時間と自分のペースで

楽しくポスティング

☎096-359-3611 受付／月～金 10：00～17：00
中央区新市街 7-20-2F（辛島町電停前徒歩1分）

委託業務

熊本支社

リビング　配布 検索

健康にも良くて、スキマ時間でお小遣いゲット♪
「早朝や習い事のお迎えついでなど、空いた時間を利用

できる配布の仕事は、私の働き方にピッタリ」
「未経験の私でも自分のおこづかいのためにスタート。
ウォーキングしながらダイエットもできて得した気分」

♪主婦、ご夫婦、男性の方も多数活躍中♪

Ｑ：他に仕事をしているのですが…
Ａ：半日程度の仕事であれば掛け持ちＯＫ！

Ｑ：小さな子どもがいるのですが…
Ａ：配布中に預けられるところがあればＯＫ！

【募集エリア】熊本市内・合志市・菊陽町・益城など
【月収例の目安】
　・200部の場合…約6000円　・500部の場合…約2万円
　・1500部の場合…約8万円　※エリアにより異なります

【あなたを笑顔にする３つの充実の制度】
①傷害事故治療補助②誕生日プレゼント③慶弔見舞金等
※お電話でもお仕事の流れを説明します。気軽にどうぞ

一般事務
親と子を結ぶ仕事を始めてみませんか
時間／9：00～17：00内4h程度～応相談
交通費・車通勤可　休日／土・日
主にPC操作、荷造り　時給／850円

(有)熊本こどものとも社
東区戸島 5-8-25（託麻東小そば）

☎096-380-4556

パート

こどもの本とおもちゃの会社

乗車券販売
《時給UP!!　藤崎宮前駅・堀川駅で活躍》
経験不問、制服・電鉄バス＆電車パス有
時間／6：40～19：10　シフト

休日／日祝、隔週土曜　時給／850円

熊本電気鉄道㈱
北区室園1-1（北熊本駅）

☎096-343-2552 担当：中野

パート

医療事務
●医療事務の資格がなくてもＯＫ
月給／短大・大卒：17万円～
　　　高卒：15万円～　※交通費別
時間／9：00～19：00
　　　土曜9：00～13：00（第2、4休み）
休日／週休2日制　日・祝日+平日1日
待遇／各保完、退職金制度、昇給年1回
　　　賞与年2回、有給休暇あり
応募／まずはお気軽にお電話ください

薬剤師パート
週1～3日も同時募集
土曜手当て 別途2000円

細工町薬局
中央区八王寺町 26-19

☎096-373-2555 担当：太田

正社員

遊技場での清掃作業スタッフ
≪ 朝の時間帯大募集！ ≫
7：00～9：00で時給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

パート

勤務地／ベルエアMAX南高江店
　　　　南区南高江 1-2-1

● 遊技場店内の清掃業務 ●
掃除機、タオル、ダスターモップなどを
使用して、ごみ収集・床・トイレ・窓・灰
皿などの清掃をしていただきます。
…………………………………………
時給／1000円
時間／7：00～9：00
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

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

保育士復帰をマルルが徹底サポート
マルルであなたに合った働き方
1家事と両立 2ブランク 3働く条件など

まずはご相談ください

中央区桜町 1-20-14F

10120-288-390
担当：河端

求人番号：MR000637

保育士・幼稚園教諭・子育て支援員
年齢・経験不問　実務未経験、ブランクOK
……………………………………………
時間／短時間～フルタイムまで相談可
時給／パート：950円～1100円
　　　フルタイム：1000円～1300円
　　　朝夕短時間：1300円～1500円

勤務地／中央区・東区・西区・南区・北区
　　　　上益城・下益城・菊陽・合志
　　　　その他エリア多数
休日／土日祝　有給休暇・慶弔休暇
待遇／駐車場代支給、定期昇給制度

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

保育士派遣のマルル
SOGO‐PLANT

↑HPを
チェック！

●9/27（金） 保育士お仕事相談会
①9:15～10:15 ②10:30～11:30
場所/流通情報会館
◎無料駐車場有 ◎事前予約不要

派遣 パート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

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日3h～　時間内希望可　………
時給／850円
時間／7：30～11：30、13：00～17：00
※すべて規定内交通費あり　車通勤可

そろそろ、パート始めてみようかな
主婦、学生、中高年の男女が
自分のペースで働いています

①ベーカリー　②品出し・陳列

①アイリスト ②エステティシャン 週3日～《安政町》
美容に興味がある方や
美容師免許のある方歓迎
土日祝勤務可能な方
時給／850円～1200円
※経験、資格によって異なります
美容師免許がなくても応募可
詳細は面談にて　試用期間、交通費、研修制度有
●とってもアットホームなサロンです

時/11：00～20：00内5～６h程度
●早出11：00～ ●遅出15：00～
技術・知識　しっかり教えます

RE BODY（リボディ）
中央区安政町7-28 ビル3F（鶴屋徒歩3分）
☎096-327-2375

パ

まつ毛・エステの女性専用サロン

ア

児童デイサービス ①児童指導員 ②支援員
発達支援児の子ども達へ
専門性を高め、やりがいを持ち
子どもの笑顔に囲まれながら
元気をもらえる「しごと」

中央区南熊本 5-11-13
受付／☎096-371-5052

① 3年以上、下記業界で勤務の資格者
教育：（保育士・教諭・児童施設など）
医療：（看護師・理学療法士・言語聴覚士など）
福祉：（社会福祉士・精神保健福祉士など）
　（正）17万5000円～20万円＋賞与年2
　（パ）900円～1200円　※未経験可

② 資格も経験もないけど、子どもが好き!!
　（パ）850円～　※資格取得支援制度あり
時間／（正）9：30～18：30　週40hシフト制
　　　（パ）13：00～18：00の中で5h程度
……………………………………………
勤務／●NPO法人子どもセンター
　　　　（東BP沿健軍神社参道角）
　　　●さくら学院（南熊本・国府10月開設予定）

正 パ

子育てや介護をしながら働き
収入をキープできる 職場
中高年のお母さんも歓迎!!
ぜひ、見学に来られて下さい

病棟 ①夜勤ができる看護師 ②日勤介護士
① 《正社員》　※パート可
正看：20万3000円～27万円　手当込+賞与
准看：16万2000円～22万3000円　手当込+賞与
② 《正社員》 夜勤ができる方も歓迎　※パート可
介護士：15万円～17万5000円　手当込+賞与
夜勤手当1回 ①正：1万500円 准：9500円 ②6500円
時／日勤8：30～17：30　夜勤16：30～翌8：30
休／年間休日108日　週休2日　無料駐車場

院内学童保育スペースは
子育て世代の強い味方
安心して働けます

北部病院
北区四方寄町1281-3 （バス停より徒歩1分）
☎096-245-1115 担当：原

医療法人社団 原武会

正 パ

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

夜勤専従 看護師
週1～2回程度　希望曜日

時間／16：00～翌9：00
夜勤経験者限定　定員10名のホーム
1回あたり1万1000円～　詳細面談時

有料老人ホーム くらら
上益城郡益城町古閑 12-7 （東稜高校そば）

☎096-237-7361（デイサービスくらら）

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

清掃スタッフ急募
ビジネスホテルの客室、他一般清掃
勤務時間／9：00～13：00
時給／835円～　各種保険完備
休日／シフト制　週2日～でもOK

旅籠 はしもと
菊池郡大津町大字室 156

☎096-293-2141 担当：笠（リュウ）

アパ

館内スタッフ
まだまだ募集中！

つる乃湯 
熊本インター店

① フロント　週3～　土日祝日（交代出勤有）
　 時間／（昼）8：00～16：00（17：00）内4h～5h
　　　　 （夜）17：00～21：00（22：00）
② ホテル清掃　週3～　土日祝日のみOK
　 時間／9：00～14：00
③ 皿洗い　週2～3　土日祝日のみでもOK
　 時間／6：30～8：30
④ 家族風呂清掃　土日祝日のみOK
　 時間／16：00～21：00（22：00）
⑤ 簡単なお惣菜作りの調理補助
　 時間／16：00～21：00
　 週3～　土日祝日（交代出勤有）
時給／①（昼）830円～　（夜）850円～
　　　②850円　③④⑤860円
…………………………………………………

明るく元気なやる気のある方！
●車、バイクなど通勤可　●学歴・経験不問
●シフト制で土日も交代でお休みできます

仕事も遊びも100％楽しむ
子育て世代・学生も
たくさん頑張っています

アルバイトパート

東区石原2-4-11
（東バイパス沿運動公園入口）

☎096-335-8000

営業サポート
完全内勤の営業補佐　書類作成・電話応対
時給／850円　勤務日は応相談
休日／日祝・隔週土曜日　PC基本操作
交通費支給・雇用保険　他面談時

㈱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

①清掃 ②ベッドメイク ③マンション管理人
定年後、かけもちの方多数　①②③有給あり
①清掃　※大津町高尾野大手企業
日常清掃と共用部分の清掃
時間／7：00～16：00　休日／日祝他休
時給／800円～+交通費　社保完　※希望日数
②ビジネスホテル　※菊陽町津久礼
客室が主で難しい仕事ではありません
時間／9：30～14：00　休日／シフト
時給／800円～+交通費

㈱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中央区新大江 新築マンション管理人
10：00～15：00　月・火・木・土の4h
時給790円+交通費　簡単なPC操作有

①事務会計  ②保育士  ③お手伝い
①PC基本操作、簿記ができる方
②有資格者 ブランク可 ③資格経験不問
③担任の補佐をお願いします
合言葉は『レッツ・トライ!』

東区長嶺南 1-4-80
（日赤病院から車で4分）

☎096-382-2247
担当：井島竹男

学校法人井島学園

●週1回～　年間休日120日　持ち帰りなし
●40代～60代も活躍中　年間休日120日
●賞与3カ月　資格手当もしっかり支給
……………………………………………
①備品管理、購入、チェック、伝票管理、集計など
時間／月～金　9：00～15：00　残業なし
時給／900円～1000円　土日・祝休み 

②保育士または幼稚園教諭
時間／早出・遅出・中出・時短　希望に応ず
給与／18万5000円～+手当
時給／900円～1000円+手当

③食事、介助、片付け、遊び…など
日数・時間は希望に応ず　時給／860円～

正社員 パート

こんな働き方もあった!
希望時間でも可 12学級 350名
農免道路入り日赤病院うらです
各種保険、車通勤可、各種休暇ほか

詳しくはHP↓


