
2019年11月2日　土曜日　＜8＞

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16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

①製造スタッフ　②配送と仕分け
10代～50代まで活躍！

年齢も気にせず応募ください
すぐに働きたい方も大歓迎♪
未経験の方でも安心サポート

中央区九品寺1-10-15

☎096-372-2938 担当：岩田

有限会社 スイス

《 ①製造スタッフ 》  初心者でも安心♪
時給／840円～
時間／（A）9：00～13：00　（B）12：00～17：00
※変動有　※選択OK（シフトの融通もOK）
※週5日程度　1日4.5h～OK
資格／土日も働ける方歓迎
《 ②簡単な仕分け、スイス各店舗への配送 》
時給／950円～　資格／要普通免許
時間／8：30～15：00（延長有）　週3～4日
　　　※時間等もお気軽にご相談下さい
……………………………………………
①②待遇／バイク・自転車通勤OK
　　　　　制服貸与、交通費一部支給
　　　　　随時昇給有、社員登用制度有
　　　　　※詳細面談　※車通勤不可

アルバイトパート

近隣に託児所完備
（勤務日は無料！）
※小さいお子様が

いらっしゃる方も安心です♪

働くママ・パパをサポートできる 保育士・保育補助
子どもなら だれでもかかる
病気の子供をお預かりするお仕事
お子様の学校行事などの
お休み対応も可能！

西区野中 2-12-26

☎096-351-8825 担当：永野

みるく病児保育センター

時間／8：30～18：00（5h程度から勤務可）
休日／土曜・日曜・祝日
　　　（年に2回程度、研修での勤務有）
　　　 週2～3日程度の勤務も可
時給／保育士：900円～　試用期間あり
　　　　　　 （経験に合わせて、昇給有）
　　　 保育補助：800円～
……………………………………………
小児科の医師の管理のもと、病気にかかっ
た子どもを働くママ・パパに代わって、1日お
預かりします。 感染予防の指導も致します。

●小学6年生までのお子様が病気になられ
　た時は、一緒に入室することも可能です！
●予防接種などの福利厚生も充実！

パ

みるく病児保育センターは、
熊本市の5つの小児科が
集まってできている
法人です。

得意な字を生かしたい方　コツコツ作業が得意な方
筆ペンで宛名やお手紙を書いて頂きます
女性歓迎の内職
給与／完全出来高制　例：月収1～2万円程度
時間／月に1回納品
　　　詳細は面談時ご説明いたします
応募／紙に縦書き（筆ペン）でご自分の　　
　　　住所・電話番号・氏名に様までつけ
　　　封筒に入れて右記住所へ郵送

弊社到着後、採用の方のみ
2週間以内にお電話にて
ご連絡いたします

（株）NIJI＆Co.
〒862-0954 中央区神水 2-10-1-407

☎096-285-4705
受付／平日 10：00～14：00

≪内　職≫　代筆業務委託業務

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
あとわずかで定員終了　急ぎ登録を！！

☎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

●経験不問 勤務日相談
●主婦さんに大人気
●学生さんの卒業旅行費に
●知識なく幅広く短期活躍

不動産　事務
「専門用語が多くて難しそう」
「土日休みじゃない」
なんてイメージより　男女共に
長く安定して働きたいと思える仕事

中央区南熊本 4-7-6

☎096-375-0555 担当：こはら

応募　資料作成、ブログ、SNS更新作業
Excel、Word入力作業　

　  ※特に経験等は問いません
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
……………………………………………
●不動産の売却・購入の営業サポート!!
●営業はありません
●経験、知識問わずご応募できます
●私服OK　●転勤なし　●第二新卒OK

南熊本交差点　ガスト向えビル勤務地

正社員

オフィスワークは
相談できるサポート付
女性も多数活躍

４ｔドライバー
舗装用乳剤の運搬と散布

時間／8：00～17：00　休日／応相談
初心者も2～3週間程度で慣れます
給／25万円～　要中型免許以上　年齢不問

(有)東亜乳剤運輸
北区楡木 5-18-22（新地テニスコートそば）

正社員

☎090-1514-0115 担当：岩本

㈱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・南区・東区・菊陽の各売場
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 客室・館内　清掃
主婦活躍中!!　年齢経験不問　車通勤可
週2日～、2h～　スキマ時間歓迎
時間／9：30～14：30　時給／850円
（例）10：00～2hだけ　面談時希望可

つる乃湯 熊本インター店
東区石原2-4-11 （東バイパス沿運動公園入口）

☎096-335-8000

ア パ 厨房　調理補助
お惣菜作り補助・配膳・食器洗浄

接客ほぼなし　経験不問　Wワーク可
時間／16：00～21：00　実働5h　すぐ覚えます
宿泊に応じた夕食数　時給／870円～

つる乃湯 熊本インター店
東区石原2-4-11 （東バイパス沿運動公園入口）

☎096-335-8000

ア パ

① ビジネスホテル　菊陽町津久礼
　 ※サンリー菊陽～車で5分
時間／9：30～14：00　休日／シフト
時給／800円～　交通費　有給あり

② 大手企業内　大津町高尾野
　 ※モスバーガー菊陽店～車で15分
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

㈱千代田 熊本営業所

☎090-8627-1744 担当：家入
菊池郡大津町室1011-1

①ベッドメイク　②③清掃パート

③南区良町のクリニック
時間/8：00～16：00 応相談
時給/790円＋交通費＋手当

深夜　洗濯
現職働きながら収入アップ!!　男性活躍中
週2日～曜日希望日可　実働5.5h　休憩有
時間／24：00～翌6：00　車通勤可
時給／1300円　幅広く歓迎 中高年可

つる乃湯 熊本インター店
東区石原2-4-11 （東バイパス沿運動公園入口）

☎096-335-8000

ア パ

居宅ケアマネージャー
経験など気にせず
ケアマネが楽しくなる職場
研修、勉強会でも丁寧に教えます
《勤務》セントケア合志
　　　  合志市幾久富1656-459
……………………………………………
時間／9：00～18：00
給与／23万4500円～+手当
　　　※実績手当1000～3000円/件数
　　　※オンコール手当5000円
休日／土日他
資格／介護支援専門員、普通自動車免許
　　　（社用車使用）
待遇／昇給年1回、賞与年2回、交通費
● 働き方のこと、いろいろ相談にのります
● AIの導入で転職・復職を応援!! 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
平日9：00～18：00セントケア九州㈱

総合福祉サービス

●AI活用による業務支援
効率よくケアプラン作成
積極的に応募下さい

正社員

設計士
木造建築　見積もり及び現場管理
時／9：00～18：00　休／自己都合月6日
詳細は面談　男女募集　中高年の方も可
給／35万円　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

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、時間応相談
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

未経験歓迎！ 夜勤専従
介護、コール対応　※3時間半休憩有
時間／19：00～8：30、17：30～8：30
日給／1万1500円～1万4500円（賞与年2回）
通勤手当、有給休暇有り

ケアライフ春日
西区春日 7-16-12

☎096-325-1165 担当：猪口

パ

研究実験補助
植物などの世話、実験の準備・補助
週2～3日、3～6h　※応相談
時給／1074円　※車通勤応相談
研究・実験経験者の方、歓迎します

熊本大学 理学部 澤研究室
中央区黒髪 2-39-1

☎096-342-3439 担当：堀 麻紀

パート

結婚式場 調理補助
ブライダルシーズンに向けて採用中！
勤務地：アンジュールハウス（北区龍田）
時／9：00～20：00（6h～）　時給820円
時間・日数相談可　気軽にお問合せ下さい

㈱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
担当：米原（火曜日定休）

アパ葬祭業 ①葬祭ディレクター ②生花スタッフ
葬祭業のお仕事 2職種同時募集！

東区尾ノ上 3-1-11

☎096-243-3322
   担当：久保田・荒木

株式会社
家族葬のファミーユ

① 葬祭ディレクター 《正社員》
　 病院のお迎えからお打合せ～ご出棺
　 式場設営からご葬儀後のご相談まで
　 （きちんとお教えします！）
時間／9：00～17：00（フレックスタイム制）
月給／23万～50万円（歩合・残業代・手当含）
　　　※賞与年2回有

② 生花スタッフ 《パート》
　 生花祭壇、ご供花の作成・搬入・設営・撤収まで
時間／10：00～18：00の間で4h以上
時給／840～980円（研修期間3カ月は810円）
………………………………………………
休日／（正）月6日休み　（パ）シフト制
資格／要普通自動車免許
待遇／各種手当・資格手当有、昇給年1回
　　　社保完備、育休実績有、社割有

正 パ

未経験者大歓迎！
まずはお電話下さい！！

週1回「リビング新聞」を各家庭へ配布
毎週水～木の明るい時間帯に
自分自身を健康にしながら
収入を得られる しごとです
●主婦、ご夫婦、男性の方も多数活躍中♪

☎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

委

【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

【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

●スキマ時間の有効活用におすすめ！
●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

自分の時間でできるから
仕事や家事との両立が
しやすいのよね！

高齢者向け住宅　ケアスタッフ
給与／（正）21万9200円（夜勤4回含む）
　　　（パ）時給1278円～（早朝・夜間）
　　　　　8：00～18：00は1048円
時間／7：00～21：00の間で  （正）実働8h
　　　（パ）短時間～OK　応相談
休日／（正）シフト制（週休2日）
　　　（パ）週1日～OK（週5日も可）
《夜勤》17：00～翌9：00　1万9196円/1回
資格：介護福祉士、介護初任者研修（HP2級）以上

平均介護度1.5
サービス付き高齢者向け住宅
社保完備、交通費、有給あり

㈱学研ココファン新町
中央区新町 1-10-30
☎096-353-5025

正社員 パート

調理スタッフ
①城西共同調理場（城西中学校内）
時間／Ⓐ8：15～17：15　Ⓑ8：15～12：45
Ⓐのみ又はⒶⒷシフト　時給／850円
休日／土日祝、春・夏・冬休み有り

②熊本県消防学校（益城町惣領）
時間／Ⓒ6：30～14：00　Ⓓ9：00～15：00
Ⓔ14：00～20：00　ⒸⒹⒺのいずれか
時給／800円　休日／週休2日制（シフト）

マイカー通勤可（交通費支給）
社会保険完備　制服貸与
お気軽にお電話下さい

株式会社 三勢
中央区帯山 3-8-44
☎096-383-2341

契約社員 アルバイトパート

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

パート調理・盛付・洗浄
シニア層活躍中　※働き方相談できます
給／14万5500円+手当1万2000円+賞与
時給／830円　週1日～働けます
5：45～19：15　交替制、固定シフト、時短OK

龍田病院
中央区黒髪 6-12-51

☎096-343-5819 担当：下田

正 パ

①フロント　②アシスタント
① 《フロント》 戸島校
　 受付・子ども対応
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30h以内
　　　（研修期間3カ月間は790円）
② 《アシスタント》 熊本校・戸島校
　 水泳教室の助手や送迎バスの引率
　 ※未経験でも大丈夫
時間／10：00～15：00　時間等　応相談
　　　1日1授業～、週2日～OK
時給／1200円：水泳1授業
　　　　　　  （入社後6カ月間は900円）
　　　770円：バス引率、事務
…………子ども好きな方歓迎…………
●幼児・小中学生の水泳教室
●水着・ユニフォーム貸与
「昔水泳を習っていた」
「中高生時代は水泳部だった」
当スクールで働いてみませんか♪

HPで詳しく
チェック!!←

健康的志向の主婦活躍中
『人と接することが好き』
『体を動かすことが好き』

☎096-363-6591

☎096-388-6116

熊本校：中央区南熊本3-1-3

戸島校：東区戸島7-4-1

パート

①ホール　②キッチン
① 落ち着いた空間で接客
② 簡単な調理補助
●日祝・年始・お盆手当（50円/h）
●履歴書不要、まかない、交通費

〒857-1162 佐世保市卸本町 16-2 （本社）

＜昼＞9：30～または10：00～
＜夜＞17：00～または18：00～
● 週2日～、1日3～6h
● 急なお休みも対応します
● 土日、祝なども希望お聞きします

勤務/ゆめタウンはません　中央区中央病院そば
勤務/サンロードシティ熊本　東区市民病院そば
……………………………………………
家事の延長で食材を洗ったり、盛付けたり
オーダー、配膳、片付けなど
できることからはじめていただきます

働く年齢層は幅広く、みんな優しいので
安心して聞くことができます

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

レストラン庄屋

パート

0120-1818-34 担当：西村

アルバイト


