
2018年7月7日　土曜日　＜14＞

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＞

●次回掲載は
　　7月21日号です委 …委託業務

契 …契約社員

パ …パートア …アルバイト

正 …正社員 派 …派遣社員

紹 …紹介

☎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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美

不動産売買スタッフ
マイホーム購入の相談窓口。 
土地探しのお客様をトータル的にサポート。
勤務地／流通団地店
内容／お客様の土地探しのお手伝い～土地の購入・お引き渡し
　　　までのサポートをお願い致します
給与／月給20万円～40万円　時間／ 9：30～18：30　
休日／週休2日（水曜＋他シフト1日）年末年始・有給休暇有
待遇／社会保険完備、車通勤可　資格／普通免許保有者
不動産売買経験者・宅建士免許保有者優遇
…………………………………………………………………………
スタッフ皆でこれから入社されるあなたをフォローしますの
でご安心ください
応募：まずは履歴書送付後、追って面接等連絡致します
　　　応募受付は流通団地店で行います

0120-934-818 担当：藤本
〒860-0834 熊本市南区江越2-3-7

ans帯山店・荒尾店で
正社員・パートスタッフも

募集中です

正社員

盛付け・配達
軽自動車での配達　※通勤使用可
時間／8：00～12：30　※固定勤務
勤務日は応相談　休日／土・日・祝
時給／850円　学校行事優先

お弁当みけねこ
中央区迎町 2-1-24 （迎町交差点かど）

☎096-372-6000
（受付／7：00～14：00）

パート

【介護・看護】 子育てしながら働ける職場特集!!

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：松本・井上

←求人数
　500件以上
　↓

0120-925-291

ツクイスタッフ熊本 検索

目印は青いポロシャツ
お電話での相談も歓迎♪

◎ お子さん都合の休み等に理解がある!!
◎ 残業なし！ 夕飯の準備もバッチリ♪
◎ 扶養内OK!!　時間や日数相談できます♪
お仕事相談会▶7月10日（火） 10：00～16：00
イオンモール熊本 2F　タリーズコーヒー向い
…………………………………………………
職場見学会▶7月12日（木） 10：00スタート
サ高住＆デイサービス 「ふるさとの奏」
介護・看護のパート募集!! 未経験者歓迎♪
…………………………………………………
時給／介護福祉士…1000円～1200円
　　　初任者（HP2級）…900円～1100円
　　　看護師…1150円～1550円
時間／1日3h～相談可　※日勤のみOK
休日／週2日～週5日勤務可　※土日休みOK
待遇／社保完備、交通費、ボーナス、有給

①介護職　②夜勤専従　③調理
無料で資格取得！！
安心して働ける　《働き方の相談受付中》
①介護職　(正)16～18万円　(パ)800～850円
　時間／働き方に応ず
②夜勤専従(パ)　852円　時間／17:00～翌9:00
休日／働き方に応ず　①②資格手当別途
実務経験を経て現場で働く　もっとステップ
アップして働く　経験や資格を得られる職場

③調理パート　10食程度
　750円～800円　経験不問
　9:00～　応相談下さい

ふきのとう
東区下南部 2-15-11（下南部団地そば）
☎096-388-2721

小規模多機能ホーム

正社員 パート

週 1回の「リビング新聞」 配布員募集
毎週水曜から木曜の2日間　明るい時間帯
自分のペースで気軽にポスティング！
お住まい周辺の約300世帯～が対象地域

月収／約2万円～11万円以上可能
　　　（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

空いた時間を
有効活用しませんか？

運動して健康になりましょう

委託業務

リビングプロシード 熊本支社
中央区新市街 7-20-2F

（辛島町電停前 交通センター 徒歩3分）
☎096-359-3611 担当：中道

公共施設内 清掃
シニア世代も活躍　日常清掃延長
時／8:30～14:30　実働5h　※週6日固定
時給737円　休／日・祝・他　マイカー通勤可
勤務地／熊本市南部浄化センター

㈱ボーラ
中央区本荘町 737-6 (土・日・祝の受付)

☎080-1735-9548 担当：かどいけ

パート電話案内業務
全国の高校・大学同窓会名簿作成委託
同窓会員へ名簿発行の案内をします
時／9：00～13：30　時給／840円～900円
休／日・祝・隔週土　交通費、雇用保険

㈱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

給食調理員　①東区長嶺南　②東区戸島町
年齢、経験、ブランクなど　不問
子育て中の先輩、多数活躍中

時間／8：00～17：00（8h）　時給／800円
休日／土・日・祝祭日
　　　他、長期学校休みに応ず
待遇／交通費支給・制服貸与・各種保険完備
応募／まずはお気軽にお電話ください

パートからフルタイムとして働く!!
チャレンジする気持ちを応援

魚国総本社 九州支社
東区御領 8-5-5 B棟2号室 （熊本インターそば）

熊本事務所

契約社員

☎096-349-7815
☎080-6449-8593 担当：松山

乗車券販売
《時給UP!!　藤崎宮前・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

クリーニング・アイロン仕分作業
時間／8：00～17：00　8h　車通勤可
時給／790円　社保完備、通勤手当有
休／日・土・祝日、6ヶ月勤務後年休有

電話後、履歴書送付、面接

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

日常清掃 中央区渡鹿
無料駐車場付・モップ掛・体力不要
時給／800円+交通費　休日／希望日
時間／7:30～16:00　※応相談　面談希望地
午前か午後でも可　※江南病院勤務

㈱千代田
菊池郡大津町室 1011-1

☎080-5284-9167 担当：水上

パ

住宅展示場の来場者接客・受付

〒862-0916 熊本市東区佐土原1丁目3-15

☎096-368-8111担当：石原

内容／接客・受付
資格／未経験者歓迎・経験者優遇あり
勤務地／熊本市内
時間／10:00～17:00（出勤時間相談可）
　　　扶養内での勤務も可
時給／850円～950円（経験者優遇）
待遇／通勤手当・社会保険完備・社員
　　　食堂有                                                                                       
応募／電話連絡の上、履歴書を郵送し
　　　てください

未経験者歓迎・経験者優遇
あり！！　あなたの笑顔と
やる気を待っています！
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ゼロエネルギーハウス

パート

楽しく、働きやすい職場環境です。
スキルアップを応援します。
①グループホーム　介護職（正）17万1500円～　（パ）時給820円～
②デイサービス　    介護職（正）16万3000円～（パ）時給830円～
　　　　　　　　   看護師（正）18万2200円～ （パ）時給1000円～
③訪問看護ステーション　看護師（正）22万円～（パ）時給1200円～
④ケアマネージャー          （正）20万円～　
⑤ヘルパーステーション  （パ）時給900円～
⑥有料老人ホーム  　　  フロアスタッフ（経験・資格不問）
　　　　　　　　            （正）19万円～

時間／①（正）7:30～21:00の間で8h　夜勤有
　　　　（パ）9:00～21:00の間で応相談
　　　②（正）8:15～17:15　（パ）応相談
　　　③（正）8:30～17:30　（パ）8:30～17:30の間で2h以上
　　　④（正）8:30～17:30　
　　　⑤（パ）8:00～20:00　応相談
　　　⑥（正）8:30～21:00の間でシフト 夜勤従事者 17:00～9:00 応相談

人と人が支え合う、やりがいがある
仕事です。「資格取得」支援有り

年間休日107日以上。未経験者歓迎

南区田迎1-7-20

☎096-373-2422 
担当：酒井・三宅

介護・福祉のお仕事正 パ

保育士
勤務地/熊本市中央区　車通勤可
時間/10:00～17:30　休日/日・祝日
時給/900円～1100円 資格/保育士・教
員免許、経験者優遇　※まずはお電話を

にじいろの木
中央区新町1-7-22 1Ｆ

☎096-288-4825 担当：米村

放課後等デイサービス

パート

一般事務 （①契約社員　②パート）

人気の一般事務のお仕事♪
熊本ヤクルト㈱本社内での
事務業務全般のお仕事
研修制度も充実しています！

面接の詳細は追ってご連絡致します。
ペンタ・システム㈱は

熊本ヤクルト㈱のグループ会社です。
まずはお気軽にお電話ください。

〒861-4106　熊本市南区南高江1-13-1

☎096-357-8960 担当：中尾

ペンタ・システム株式会社

給与／①固定給17万円～
　　   +交通費支給（上限2万4500円）
　　　  ②時給800円～
            +交通費支給（同上）
※パート社員　時間・休日応相談
時間／8：30～17：00（休憩１時間有）
休日／週休2日制（当社カレンダー）
　　　有給休暇有り
資格／基本的なPC操作（Excel・Word）
待遇／社保完備、定期健康診断
　　　駐車場有り（車通勤可能）
勤務地／熊本市南区南高江
　　　　熊本ヤクルト㈱本社内での勤務

契 パ

社会保険労務士補助募集
仕事内容／官公庁宛届出書類の作成　
　　　パソコンはワード・エクセルの他
　　　専用ソフトを使用します。
　　　簡単な関与先への訪問
資格／不問　経験者優遇
時間／8:30～17:00（休憩45分）
給与／17万円～19万円（試用期間中は日給）
休日／土日祝（年に数回土曜出勤あり）
待遇／交通費有り、マイカー通勤可、社会保険有り

残業が一切ない為
家庭との両立も可能です。
お気軽にお電話下さい。

元田社会保険労務士事務所
上益城郡嘉島町鯰 1599-3

☎096-237-1043 担当：荒木

契約社員

事務（内勤）資格不問
月給／15万5000円（別途通勤手当あり）
　　　※賞与支給実績あり
時間／8:30～18:00、休日は原則土日祝
学歴／大卒以上　まずはお電話下さい

北区徳王1-6-52　TKUぷらざ2階

☎096-351-9532 担当：笠田

正

上田事務所
社会保険労務士法人

一般事務
時給／1050円＋交通費
時間／9:00～18:00（60分休憩）
休日／土日祝　期間／即日～長期
勤務地／中央区花畑町

契

(株)TKUヒューマン
北区徳王1-6-52  TKUぷらざ2階

一般労働者派遣業（般）43-010034
☎096-359-3412 担当：江里口

看護師
時間／8:20～17:10、16:10～0:10、
0:00～8:30（日勤のみも応相談）
休日／4週8休（年間105日）
有給休暇の取得率ほぼ100％！
給与／20万6100円
夜勤手当・通勤手当は別途支給
昇給、賞与年2回、退職金制度あり
無料駐車場完備、制服貸与

残業時間ほぼありません！
ブランクがある方も大歓迎！
パート勤務もご相談下さい

森病院
南区近見1-16-16

☎096-354-0177 担当：馬場

医療法人森和会

正社員

訪問看護スタッフ
時間/平日8:45～17:15　休日/土日祝
（正）/月給23万円～（パ）/時給1400円～
交通費支給、賞与・資格手当等有
やりがいのある楽しい事務所です！

合同会社 KIT企画
中央区帯山7-23-41

☎096-387-1111 （代）
☎080-3556-9002 担当：柳井

正 パ

7/12オープン ①商品陳列 ②お惣菜の調理
オープン2ヶ月　時給1000円
おいしさがい～っぱいのヒライ
新店につき　短時間採用スタート

南区田井島 2-3-28 （平成とうや病院そば）

【 シフト例 】
ⓐ8：00～14：00　　ⓑ9：00～17：00
ⓒ17：00～22：00　ⓓ19：00～24：00
※働き方に応じた時間で要望をお伝え下さい
時給／①②900円　※8：00～22：00
待遇／制服貸与、車・バイク通勤可
　　　社員旅行、他
……………………………………………
私生活と両立した働き方
始めてみませんか

シニア層　主婦　学生など
きれいなお店でお仕事ができます

レジ業務は一切ありません
勤務先でお買い物できます
すぐに働きたい方は
他店舗でも採用中

ア パ

0120-01-0234
スーパーキッド田井島店

開設間近!! 有料ホーム職員

働き方はご希望に合わせ
丁寧な対応を心がけています

正社員 パート

住宅型有料老人ホーム ただいま建設中の勤務地／
南区田迎 2-14-1 
（けやき通り入る）

☎096-342-6111  (株) ハピネスライフ
開設室／北区山室 3-5-25（サイクルスペースあさひ隣）　担当：志田

30床の介護施設 現地見学受付中
年間休日109日 手当てあり
まもなくオリエンテーションスタート!!

時間／①②　6：00～20：00の間で　（正）8h シフト　（パ）4～5h、週4日程度
　　   ※①（正）夜勤・宿直あり　いずれも交替制、週休2日
　　   ③6：00～19：00の間で　（正）8h シフト　（パ）4～5h、週4日程度
……………………………………………………………………………
①介護職員　介護福祉士　　（正）18万円～　　　（パ）時給900円～
　　　　　　実務者　HP1級  （正）17万4000円～　（パ）時給850円～
　　　　　　初任者　HP2級  （正）16万3000円～　（パ）時給800円～
②サービス提供責任者　※介護福祉士　（正）22万9000円～
③調理　（正）15万5000円～　（パ）時給800円～　※経験年齢資格問わず
……………………………………………………………………………
転職で失敗しない「働き方相談会」開催中
安心してご応募いただけます

◎ 経営理念 ◎
「心のぬくもりサービス」　「できるだけ働きやすい環境」
是非私たちと一緒にあったかい施設をつくりましょう

百貨店の接客販売

＜女性ファッションのお仕事がいっぱい！！＞
子育てが落ち着いた世代が

年齢と経験に自信を持って　長期で百貨店で働く

　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
…………………………………………………………………………

カジュアルブランドから高級ブランドまで
幅広い年齢層の方に接客販売することで

自分のサービスレベルを向上させることができます 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

経験・年齢に合わせて長期で百貨店で働く
●アパレル　●ジュエリー　●アクセサリー
●婦人靴　 ●紳士服　　 ●バッグなど
40代、50代の人たちが働きながら自分磨きをしています

（般） 43-010089

☎096-355-5482 （平日）

ナンキュウスタッフ
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パート 紹介


