
2018年5月12日　土曜日　＜10＞

☎096-359-3412
FAX096-312-3153

担当：森本
北区徳王1丁目6-52

TKUヒューマン

広告のお申し込み

FAX050-1351-3763
西区中原町495

担当：藤本

☎090-7167-9774
f-tｗoエフ・ツー

+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＞

●次回掲載は5月26日号です
パ …パート派 …派遣社員 ア …アルバイト正 …正社員 契 …契約社員
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清掃スタッフ1名
場所／交通センター徒歩5分
時間／7:00～15:30（休憩含む、実働6H）
休日／日曜日　日給／5000円
※勤務日・時間等応相談

熊本ビルサービス（株）
中央区出水6-22-15

☎096-378-8190 担当：光永

正

保育士・児童指導員
楽しく仕事をしてくれる方募集

時給／900円　休日／週休2日
（平日）14:00～18:00　（土日祝）9:00～16:00
業務内容／レクレーション等・送迎

キッズリハ北区
北区楡木 1-1-20

☎096-200-1605 担当：荒木

放課後等デイサービス

パート

既存店舗を車で巡回し
販促活動や商談を行うルート営業
新規開拓、ノルマ、配達はありません

月・火・木・金 1日5h マーケットスタッフパート

〒810-0001　福岡市中央区天神 1-1-1 アクロス福岡7F

☎092-725-5680

やってみたいなぁと思える
型にはまることなく

自由な環境
自宅から直行・直帰

担当：総務部 MS担当者宛

アサヒビール㈱ 九州統括本部

勤務／北区～合志～山鹿・菊陽周辺　時間／10：00～16：00（実働5h）
休日／週休3日制（水・土・日）　祝日・年末年始・夏季・有給休暇
時給／820円　残業手当、日当1000円/1日、車両手当1200円/1日
……………………………………………………………………………
●賞与年2回・昇給年1回　●社会保険（雇用・労災）　●扶養範囲内
●代休、振替休日制度　●最長で5年間 無期契約社員への転換制度あり
◆応募◆　運転免許、自家用使用できる方　学歴・知識・年齢問わず
　　　　   マイペースでゆとりをもって働けます
履歴書・職務履歴書を5月24日必着で下記担当者宛に郵送して下さい
履歴書は返送致しかねます

オープニング調剤薬局 黒髪・長嶺 事務職員3名
みんなで新しい薬局、働きやすい雰囲気を
作りませんか？　当薬局は既存店舗8カ所で
かかりつけ薬局を目指しています
《医療事務》 《一般事務》　経験、転職、ブランク問いません
時／9：00～18：00　その他は面談時
　　週40h勤務 休日は日、祝、祭日
◆医療事務　（正）15万円～18万円　（パ）1000円
◆一般事務　（正）13万6000円～15万1000円　（パ）850円
既存店研修後新店へ配属　他店舗も応相談

年間休日126日、待遇面も整え
長く働きたい方にも安心して
勤務して頂けると思います

グリーン薬局 神水店
中央区神水 1-33-11 （肥後BK神水支店前）

☎090-8224-5418 
開局準備室 担当：今井

正 パ

中央区九品寺　会社雑務
電話応対・清掃関連・2名分の食事作りを
お願いします
時給／800～1200円　時間／9：00～17：00　7h
待遇／交通費、各種保険　休日／土日・祝他
●週5日勤務　●マイカー通勤可
●賞与年2回・通勤手当・3年以上勤務退職金有
●就職・転職の学びやスキルを活かして活躍
●70歳まで勤務延長　※事前に延長は面談にて

　1年毎の更新　原則更新
普通自動車免許

明るくコミュニケーションが得意な方

(有)シーエムサービス
中央区九品寺 1-2-23（九品寺交差点そば）
☎096-364-6309

パート

介護スタッフ募集 《職場見学会開催》

労働者派遣事業　許可番号：派14-301172　有料職業紹介事業　許可番号：14-ユ-300992 

派 正 パ

ツクイスタッフ熊本支店　中央区桜町1-20 西嶋三井ビル14F　担当：大隈・井上

会場／東区尾ノ上 1-3-12（東郵便局近く）
募集／老健（入居：59名）での介護職
来場／予約不要!!　手ぶら・私服でどうぞ♪
《オススメPOINT》
①土日祝休みOK!!　9時～16時で家庭との両立◎
②お子様のお休み等にも理解あり！ 正社員も同時募集♪
………………………………………………
時給／介護福祉士：1000円～1200円
　　　実務者（HP1級）：930円～1130円
　　　初任者（HP2級）：900円～1100円
時間／9：00～16：00のみ可、その他相談
休日／週3日～5日勤務、土日祝休みOK
待遇／社保完備、交通費、ボーナス、有給

←見学会の
　詳細コチラ
　↓

0120-925-291

ツクイスタッフ熊本 検索

日程の合わない方は
ご相談下さい♪

◎5/16（水）『（医）伸生紀　コスモピア熊本』
【受付】9:45～　【開始】10:00　【終了予定】11:30

南部浄化センター内の清掃
勤務先：南区元三町の共有部、他業務
時／8:30～14:30　時給737円　日、祝、他休
シニア世代応援　※マイカー通勤可
週6日固定　◎急募　限定1名　経験不問

㈱ボーラ
中央区本荘町 737-6 (土・日・祝の受付)

☎080-1735-9548 担当：かいどけ

パ

こどもセンター内お掃除
朝4hを有効的に！ 家事の延長でムリなく
時間／7:30～11:30　時給／737円　土日祝休
シニア世代を応援　勤務地／中央区大江
《午前中のみ》床モップ、じゅうたん掃除機

㈱ボーラ
中央区本荘町 737-6 (土・日・祝の受付)

☎080-1735-9548 担当：かいどけ

パ

PCオペレーター補助
●ご経験スキルをお持ちの方
時間／9：00～16：00　休憩1h

時給／800円～　休日／日祝・隔週土
交通費・雇用保険　希望はお伺いします

㈱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

社員食堂での調理補助
週3日～ご相談できます

時間／8:30～14:30　5.5h　時給／850円
休／土日・祝祭日　交通費、制服貸与、各種保険
勤務／上益城郡益城町　企業内食堂

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

パ

学校給食調理員
勤務／東区長嶺南　※年齢経験不問
時間／8:00～17:00　8h　時給／800円
休日／土日・祝祭日（長期休暇あり）
交通費、制服貸与、各種保険完備

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

契約社員

製品梱包と軽作業
週3日～5日　アルバイト、パート募集
製品梱包・軽作業をお願いします
時給／750円～　時／9:00～18:00内4h程度
休日／土日祝　※制服貸与　※委細面談にて

㈲空間アートシール
〒861-8043 東区戸島西 2-3-80

☎096-285-5533 担当：湯原

パ ア駅乗車券販売 職員
《藤崎宮前・堀川駅で活躍しませんか》
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／810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

子ども園での調理員
社保完備のフルタイムで働きませんか
時間／8：00～17：00　8h　車通勤可
勤務／南区白藤町しらふじ子ども園
時給／800円+通勤手当　休／日祝・隔週土

済生会熊本福祉センター
〒861-4127 南区内田町3560-1

☎096-223-3330 担当：カナザキ

パ 「レストラン庄屋」 ホール・キッチン
経験を活かして技術を高めたい方
未経験からも多数在籍
中高年や主婦にうれしい条件

南区田井島 1-2-1

……………安定した正社員!!……………
給与／24万円～35万円　一律手当含む
時間／10:00～22:30の間で8～9h　年間休日70日
待遇／年2回賞与、各種社会保険
　　　スキルアップ講座受講制度
　　　育児・介護・療養による各休暇制度
　　　産前産後休暇、退職金制度、他

………… 始めやすいパート!! …………
時給／850円～　※年始・お盆手当（50円/h）
時間／（昼）9：30～または10：00～
　　　（夕）17：00～または18：00～
　　　※週1日、3h～　※平日、土日のみ可
待遇／交通費規定支給、社員登用制度有
　　　社会保険有（法定による）、食事券
　　　制服貸与、時給UP制度有、他手当

スタッフ向け食事無料
朝・昼・夕方・夜 自己申告で働ける
日・祝は50円／時の手当有

ゆめタウンはません店

正社員 パート

0120-1818-34

中央区病院 簡単な清掃
バス停目前の立地　休日自由申告!!
曜日／月～日　時間／ご相談も可
①7：30～16：00　②7：30～12：00
●組合せシフト可能　時給780円～交通費支給

㈱千代田 熊本営業所
菊池郡大津町室 1011-1

☎080-5284-9167 担当：水上
☎090-8627-1744 担当：家入

パ

中央区坪井病院での 調理
●入社日応相談
●20食程度の簡単な盛付・調理・洗い場
●週3日～4日シフトまたは固定
時給／800円～850円
時間／ⓐ6:00～15:30　ⓑ10:30～19:30
ⓒ16:30～19:30　※交通費・制服貸与・社保完備
働き方は考慮いたします
現地の雰囲気を見てから決められます
資格や経験は問いません

勤務先は中央区坪井
徒歩でバス停下車6分

電鉄下車5分　信愛女学院前

㈱南九州ニチダン
西区城山 2-7-11（ゆめマート城山そば）
☎096-329-7500 担当：工藤

パート
●キャリアアップや社会復帰　異業種からの転職
●定年後働きたい　中高年
●実務経験は問いません
＜看護職＞※正社員
（正）正看護師22万円～　准看護師17万円
＜介護職＞※パート　時給1000円
時／①②シフト制　休／①②年間115日　年齢経験前職考慮
医療・介護のお仕事をお探しの方
全力でバックアップいたします

③(正)医療事務　※医療事務2級以上
8:30～17:30、～12:30　年間休日108日
給与／15万円～17万5000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病棟看護職　②老健施設介護職　③医療事務正 パ

学童保育支援員募集
時間／13：30～19：00の間　4.5～5.5h程度
　　　月１回程度土曜勤務あり
休日／日、祝日　時給／810円～
電話応募後、履歴書ご持参ください

南ヶ丘小学校学童保育
なかよしクラブ
合志市幾久冨 1909-1305

☎096-288-2844 担当：前田

パ

①外来看護師　②病棟介護
復職・転職・シニア　応援
勤務時間・日数応相談

無資格の方には補助業務

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

育児と両立しながら働けるように　院内に無料
託児室を完備　安心して仕事に取り組めます
時間／8：30～17：30　残業はありません
　　　①看護　常勤2交替制　②介護　希望時間
休日／パート：希望日　正社員：年間108日
時給／正看：1200円～　准看：950円～　介護：800円
※パート採用柔軟に対応　※介護資格の方　時給880円
資格・皆勤・手当別途支給　各種保険、交通費、車通勤は面談にて
ママとして、当院で無理なく始めてみませんか…

パート

温泉施設 館内スタッフ

からだを動かし健康的になりませんか
午前中のみもOK

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  （有）ティ・エイト

パート アルバイト
●お子さんを学校に出し、帰るまで…
●Wワークで収入UP…
●学生さん、シニアさん
　安心して働けます

仕事に応じて随時昇給　土、日、祝限定も可
■研修中も同じ時給です！！　■週1日～ 時間応相談
■車、バイクなど通勤可　　  ■制服貸与、各種保険
………………………………………………………………………
①朝食配膳　 （朝）5：00～9：30　時給880円
②ホテル清掃　週2日～：時給790円～850円　4～5h程度/1日
　　　　　　 週4日～：時給850円　　　　   4～5h程度/1日
③フロント　　10：00～17：00　 時給830円～920円

私たちと一緒に働いてみませんか？
アットホームな雰囲気が自慢です

いろいろ（催事と各売場）

時給／1000円～1200円　交通費は全額支給します
時間／9：00～19：30 （働き方に応ず）　休日／ご相談できます
※土、日、祝のみの限定パートもあります

催事　●お待たせしました　人気の催事が始まります
　　　　「北海道展」　5/30（水）～6/12（火）
　　　●短期お中元パートも受付開始
　　　　「夏のギフト」   6/20（水）～7/23（月）
　　　●その他人気の各催事（長期・短期） 受付中

…………………… 長期・短期の売り場情報 ……………………
●ミセスやフリーター向けの常設売場
●アクセサリー・宝飾品・バッグ・雑貨・紳士服・婦人服
　フォーマル・和装・食器など
　ブランドショップ・食品など

百貨店の仕事は楽しい魅力がいっぱい！！
安定して長く働く方　年齢層も幅広く、ミセスさんも多数！！

中央区京町1-14-8 スカイハイツ1105

☎090-5749-7985 担当：大坪

厚生労働大臣許可 43-ユ-010004

ナンキュウスタッフ

主婦にも嬉しい仕事情報
今すぐ働けなくても登録

多職種紹介中！！

＜百貨店での仕事情報＞

（般） 43-010089

☎096-355-5482 （平日）

パート

男女GSスタッフ
給与／時給800円～＋危険物手当
時間／8:00～18:00の間で5h程度
週2日～勤務OK・週6日の勤務も可
土・日・祝日のみの勤務も可、高校生OK

國際油化 株式会社
北区改寄町1563

（北熊本サービスエリア内下り）

☎096-245-2019 担当：春田

パ ア

調理スタッフ ①学校内食堂 ②学生寮
①時間／9:15～14:15
　休日／土日祝、春・夏・冬休みあり
　時給／800円
②時間／①5:30～8:30②9:30～13:00
　③14:30～18:00（時間帯応相談）
　休日／週休2日制（シフトによる）
　時給／800円（早朝・土日は830円）
勤務地／慶誠高等学校内（中央区）

未経験の方も丁寧に指導します。
お気軽にお電話ください。

株式会社 三勢
中央区帯山3-8-44

☎096-383-2341 担当：大山

パート

①自然庵 葬儀・法事スタッフ ②野の花 カフェスタッフ
勤務地／中央区　①坪井・黒髪　②黒髪
①通夜葬儀進行のサポートやご家族のお世話
時給／900円（研修期間850円）
時間／9：00～22：00内　4h～5h
②カフェ・和食ランチのお店での接客
　＆簡単な調理補助
時給／780円（研修期間750円）
時間／9：00～16：00内　週3～4日

研修あり ブランクのある方や
未経験の方も安心して働けます。
制服貸与　時間、休日は応相談

自然庵・カフェテラス野の花
〒860-0862 熊本市中央区黒髪2-37-32
☎096-342-0983 担当：成毛

パ保育士・児童指導員
楽しく仕事をしてくれる方募集

給／16～18万円　時／9：00～18：00
休／週休2日　賞与年2回・年休有、社保有
業務内容／レクレーション等・送迎

キッズリハ北区
北区楡木 1-1-20

☎096-200-1605 担当：荒木

放課後等デイサービス

正 契

8月オープン 有料老人ホーム職員
30床の新しい環境で活躍！！
『働き方相談会』開催中
入社時期はご相談できます
■「心のぬくもりのサービス」「できるだけ働きやすい環境」
　 一緒にあったかい施設をつくりましょう！！
①介護職員　※初任者研修　（正）14万3000円～　（パ）時給800円～
②介護福祉士　（正）16万円～　（パ）時給850円～
③看護師　　　（正看）20万5000円～　（パ）時給1100円～
　　　　  　　（准看）18万5000円～　（パ）時給1000円～
④サービス提供責任者　※介護福祉士　（正）18万4000円～
⑤ケアマネージャー　 　（正）20万円～
⑥調理　（パ）800円～　※経験年齢資格問わず
………………………………………………
時間／① ② ④ ⑤ 6：00～20：00（8h）　③ 8：30～17：30　
　　　⑥ 6：00～19：00（5h程度）　※① ② 当直・夜勤あり
いずれも休日交替制、週休2日　別途手当あり
※経験や前職に応じて考慮します

正社員 パート 勤務／けやき通り入る
　　　南区田迎 2-65-1
新設の介護　現地見学受付中

住宅型有料老人ホーム

北区山室 3-5-25 （サイクルスペースあさひ隣）

☎096-342-6111
開設準備室  (株) ハピネスライフ　担当：志田


