
2019年10月19日　土曜日　＜12＞

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11月2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

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
契 …契約社員

スイミングクラブのフロント業務
フロント業務、子ども応対
①時間／9：30～15：00
②時間／平日 14：45～18：15　※19：15も有
　　　　土 9：15～12：15　13：45～15：15
時給／820円～交通費支給
　　　※週20h程度
　　　※研修期間3カ月　時給790円　

「人と接することが好き」
①熊本校（白山通り）
②戸島校（天然温泉ぶぶたん近く）

ベストスイミングクラブ

☎096-363-6591

パート

☎096-388-6116

①熊本校：中央区南熊本3-1-3

②戸島校：東区戸島7-4-1

工業用ミシンでの補正　《中央区の2店舗》
バックヤードでのお仕事なので
接客・レジ業務はありません
勤務●スーツセレクト店内補正室
① サクラマチ熊本　②鶴屋New-s
時間／11：00～17：00　実働5h　週2、3日～
時給／800円+交通費　実費：上限1万円
30代～70代の男女活躍中　扶養範囲内OK
65歳以上の経験の方も応募可能　現地面接

街なかで、交通便良し
裾上げ、丈詰めなど
裁縫やお洋服が好きな方

(有)リフォーム恵
福岡市東区香椎駅前 2-15-21-202
☎092-692-5905 
（平日10：00～16：00）

パート

ハーフタイムの事務員
公共事業に携わる水道料金の
電話受付応対、その他一般事務全般
資格／PC入力必須、経験年齢不問
応募／電話連絡の上、履歴書（写貼）持参
時間／①8:20～12:50　②12:50～17:20
待遇／労災保険、雇用保険、制服貸与
　　　交通費2km越より支給
【時給UP】しました！　経験問いません
勤務地／熊本市上下水道局内　時給／850円

平日 午前or午後 1日4hだけ
家庭と両立できる仕事です
休日／土・日・祝日、年末年始

第一環境株式会社
中央区水前寺6-3-6 ヨネザワ第2ビル1F

（県庁前バス停 徒歩5分）

☎096-285-5036 担当：中尾・米村

パート

創業43周年 全国に通信販売

～10・11・12月以降の入社も可（応相談）～

30～60代前半の
スタッフも
多数活躍中！

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

月～土17：30以降と日・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

● 服装自由、働く日数・時間が自分で選べます！
　 学校行事も考慮します。　お子さんがいても安心！

内容／当社のお客様へ電話で商品をご案内する業務です
時給／900円～1200円（研修期間中：時給800円）
休日／日・祝日、他平日週1日　※土曜休みも可
資格／未経験者大歓迎　中高年の方活躍中
　　　パソコンが使えなくても大丈夫
時間／9：00～17：30の間で4～7.5h　※残業ありません
待遇／交通費支給（当社規定）、定期健康診断
　　　雇用・労災・健康保険・厚生年金（社保勤務時間による）

通勤に便利な国府電停やJR水前寺駅から徒歩5分の立地です！

パート

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　週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 パートカワイ教室講師募集！
職種／音楽、英語、造形、学研の講師
給与／当社規定　時間日数／相談可
資格／各専攻を卒業・見込みの方
応募／お気軽にお問合せ下さい。

カワイ音楽・英語・絵画造形・
学研教室 熊本事務所

中央区下通 2-3-1 エスキュービックビル3F

☎096-355-7295 担当：村松

委 受付・医療事務
有資格経験者限定　即戦力になれる方
給与／15万円以上　休／水・土午後と日・祝
時／9:00～17:00　水12:00迄　土15:00迄
賞与年3.5カ月分　各種保険完備

水前寺大腸肛門科医院
中央区水前寺3-5-11

☎096-381-2241 担当：本多

正社員駅窓口乗車券販売
経験不問、制服・電鉄バス＆電車パス有
時間／6：40～19：10　5h程度シフト
休日／日祝、隔週土曜　時給／850円
藤崎宮前駅、堀川駅が兼務できる方

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
不動産の売却・購入の営業サポート!!
営業はありません
時間／9：00～17：30　土日祝勤務できる方
休日／水曜他　GW・夏季・年末年始休暇有
待遇／昇給、有給、各種保険、各種手当
給与／18万円～　※試用期間3カ月
不動産の知識がなくても大丈夫！
異業種、経験問わずご応募できます

●ブログ、SNS等の更新作業
● Excel、Word入力作業
男女問わずPC操作得意な方

㈱中央住建不動産
中央区南熊本4-7-6 （南熊本ガスト向かい）
☎096-375-0555 担当：こはら

総務・管理事務全般正社員

訪問先は管理組合委託
定期訪問先は　集合世帯
体力、経験等　心配ありません
まずは同行補助から…

西区城山大塘 2-3-2 （肥後BK稲荷前支店よこ）

☎096-329-3952

1 チームでお伺いします
2 廊下に養生シート張り
3 室内の水回りの配管洗浄
１室に10分程度の排水管洗浄!!
…… ハウスクリーニング経験者優遇 …… 
ピッとスイッチを押すと
お掃除できちゃいます！！
時間／8：30～17：00　ほぼ残業ありません
休日／月6日程度　他GW、年末年始
給与／19万円～＋交通費＋賞与年2
　　　※パート可　時給1000円～+交通費

熊本市内一円、一般家庭が主な作業先
排水管の詰まりを防ぐ仕事です

女性でもできる!
思ってたより簡単 !
まずは話を聞いてみませんか

家庭の水回りおそうじ正社員 パート8月新設の看護小規模　介護職
●訪問介護、デイ、宿泊の施設
●もっと経験を積み成長へつなげたい方
●20～40代の世代が多く在籍

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

↑HPを
チェック!!

セントケア九州㈱
総合福祉サービス

喀痰吸引研修を優先的に受講可
スキルアップを
目指しませんか？

正社員

……… 月に29名登録のお客様 ………
①少人数＋固定のお客様でアットホームな空間
②医療の知識も身につく
③看護師が手厚くサポート
……………………………………………
待遇／昇給、賞与、交通費（社内規定有）
　　　処遇改善加算一時金年2回
　　　オンコール手当（1500円/日）
　　　喀痰吸引資格保持者（5000円/月）
資格／介護業務経験3年以上、普自免
給与／18万7000円～20万7000円
　　　（+夜勤・深夜手当 4500円/1回）
　　　※介護福祉士実務経験による
時間／シフト制
「ここで働けてよかった」と思える職場
《勤務》セントケア看護小規模くまもと
　　　  東区新外3-3-33

高齢者向け住宅　ケアスタッフ
学研の高齢者住宅で
一緒にお仕事しませんか？
まずは気軽にお電話下さい

介護初任者研修の方も
モチロン大歓迎！
夜勤専門も同時募集

東区西原 2-7-1

☎096-381-7161 担当：ツノダ

㈱学研ココファンにしばる

時間／7：00～21：00の間で
　　　（正）実働8h
　　　（パ）短時間～OK　応相談
　　　夜勤…17：00～翌9：00
給与／（正）月給21万9200円～　
　　　（パ）時給1048円～
　　　　  （早朝・夜間は230円UP）
夜勤1回あたり…1万9196円
（※時給1048円×14.5h+夜勤手当4000円）

休日／（正）月8～10日　年間114日
　　　（パ）週1日からOK（週5日も可）
資格／介護福祉士
　　　介護初任者研修（HP2級）以上
待遇／社会保険完備、交通費支給
　　　マイカー通勤可、6カ月後有給あり

正社員 パート

週1回「リビング新聞」を各家庭へ配布
自分の好きな時間とペースで
健康的にポスティング
●スキマ時間でおこづかいゲット
●早朝や習い事のついでに…

☎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）

熊本支社

リビング　配布　 検索
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【月収例と募集エリア】  熊本市内・合志市・菊陽町・益城など
 ・ 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

【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

♪主婦、ご夫婦、男性の方も多数活躍中♪
「配布は自転車でもＯＫ！ 時間の
融通がきくから、長く働けています」

●他仕事中も、半日程度の仕事であれば掛け持ちＯＫ！
●子育て中も、配布中に預けられるところがあればＯＫ！

お電話で仕事の流れを説明します、気軽にどうぞ

北海道展　催事販売　短期

●冬の北海道展　時給1100～1200円
11/6（水）～25（月） 百貨店業界を体験!!
人気のため、先着順受付　登録になります

☎080-5263-0324 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

北海道のブースコーナーで接客・販売
お客様に魅力をPRする仕事です

時間／9：00～19：30　実働7.5h　交通費全額支給
…………………………………………………………………………
お弁当、海産物、お菓子などにふれ
幅広い世代の男女が毎年活躍します
子育てが落ち着いた世代や
母娘息子、就活内定者、学生バイトさん必見

※売場に入るまで丁寧にお教えいたします

パート 紹介

百貨店で短期収入!!
経験問わず・勤務日応相談
あとわずかの採用 急いで応募

☎096-368-2811

●交替制も固定時間も選べる
●賞与実績2～3カ月
●年間休日115日

本庄内科病院

東区新外3-9-1（新外交差点そば）
☎096-368-2811

日勤　常勤　看護師正社員 パート
正看：22万円～32万円　 時給／1300円
准看：17万円～24万円　 時給／1100円
時間／①8：30～17：30　②11：30～20：30
　　　③7：00～16：00　※時短希望可

《 経験浅め、定年後多数在籍 》
26床病棟と29床の介護医療院
夜勤ができない方　日祝休みも可
人間関係良好! 　詳細はお電話対応可

介護医療院 心ほか

①看護助手　②調理スタッフ
資格、経験はいりません！

①看護助手（正職員）
　看護業務補助（病棟・病室の環境整理や
　患者様のお世話等）をする仕事です
時間／7：00～19：00の間で実働7.5h
　　　※16：30～翌9：00の夜勤有
給与／14万2000円～+通勤手当（上限1万円）
　　　※夜勤手当：1回5200円
待遇／昇給、各種保険、賞与年2回
　　　退職金制度、有給休暇
　　　産休・育休制度有、車通勤可
休日／シフト制（年間114日）
………………………………………………
②調理スタッフ（パート）
時間／8：00～13：00（時間応相談）
時給／800円+通勤手当（上限1万円）
待遇／特別手当（年2回）、マイカー通勤可
　　　駐車場無料、制服貸与
休日／曜日、日数は相談できます（希望休有）

南区御幸笛田2-15-6

☎096-378-0345
担当：玉﨑（看護師採用）
　　  中山（調理スタッフ採用）

医療法人社団 御幸会

正職員 パート

定年後も同条件で再雇用！
残業ほぼなし 有給消化率95％
中高年の方も大歓迎

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850円+歩合
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 事務補助
簡単な清掃含む　60歳以上

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／800円　交通費あり

大江こども園
中央区大江2-1-18（KKTそば）

☎096-364-2090

パート

短期事務1600名 最終募集
①データ入力（夜間） ②データ入力 
③書類運搬 ④書類点検 ⑤電話照会

←二次元バーコードからも
　受付中

研修がありますので、
未経験の方も安心して
ご応募下さい。

日本郵政スタッフ　 検索

契約社員

中央区大江 3-1-6610120-773-505

《期間》 ①10/23～11/17　②10/24～12/1　③10/25～12/8
　　　 ④10/25～11/26 または 10/29～11/20
　　　 ⑤10/24～12/1  または 11/7～12/1
勤務地／①熊本駅前センター（西区春日1-12-10）
　　　　②～⑤九州BPOセンター（中央区大江3-1-66）
時給／①②1000円　③950円　④1000～1100円　⑤1300円
　　　（研修時給800円　1～5日間程度）
時間／①19：00～22：00　②③④⑤9：00～18：00
待遇／自転車・バイク通勤OK　資格／年齢・経験不問

インフルエンザ予防接種費用を3000円まで支給（規定有）

和食店　ホール・キッチン
落ちついた空間で接客
簡単な調理補助
■ 週2日～、1日3～6h
■ 急なお休みなども対応します
● 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～
履歴書不要・制服貸与・交通費支給・まかない有

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

サンロードシティ熊本店
東区東町 3-3-3

☎096-331-4656 担当：店長

アルバイトパート

レストラン庄屋

ブライダル会場 ①調理補助 ②洗い場 ③清掃

シーズンに向けて採用中
その他お気軽にご相談下さい!

㈱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）

アンジュールハウス　 ①③　北区龍田
マリーグレイス　　　③　　中央区出水
マリーゴールド　　　②　　東区佐土原
① 9：00～20：00　  6h～　 時給820円
② 11：00～22：00　6h～　 時給820円
③ 10：00～15：00　週2日　時給800円
　 月・木・金　勤務
※①②は時間帯・出勤日数の相談可


