
2018年8月18日　土曜日　＜16＞

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＞

☎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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就職お祝い金あり 10万円！ ①②訪問スタッフ
①正社員　夜勤なし　年間休日111日
家族手当・資格手当、ほか
働きやすさをしっかり考慮しました
時間／8：30～17：30　シフト制　※初任者研修
給与／16万5000円～+他手当
身体介助、家事援助に関するサービス
ご本人とご家族をサポートする仕事
しっかりと丁寧にフォローいたします

②登録ヘルパー　ライフスタイル
 に合せた働き方ができます
時給／900円～　日祝1125円

けあらーず城山 ㈱セラム
西区城山下代 2-14-10

（ライフサポートマンション彩里Ｉ）

☎096-288-0995 担当：西倉・出水

正 パ

《介護・看護》 お仕事相談会開催!!

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：松本・大隈

←新着続々!!
　求人数
↓500件以上

目印は青いポロシャツ
お電話での相談も歓迎♪

■8月21日（火） 9：00～12：00の間
ゆめタウンサンピアン1F　ミスド店内にて
※予約優先!!　お一人様30分程度
…………………………………………………
勤務／県内各地の病院や福祉施設
形態／正社員・パート・派遣で選べます
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～、日勤のみや夜専などOK
休日／週2日～週5日勤務可　※曜日相談可
待遇／社保完備、交通費、ボーナス、有給

あなたに合ったお仕事ご案内します！
「家庭と両立」「平日だけ」「正社員希望」等
在職中の相談あります!!　お気軽にどうぞ♪

0120-925-291

ツクイスタッフ熊本 検索

百貨店 ①接客販売 ②短期催事会場

　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

子育てが落ち着いた世代が
年齢と経験に自信を持って　長期で百貨店で働いています

…………… ＜ 9/26（水）～10/2（火）　京都展会場 ＞ ……………
　土日だけも働けます　交通費全額支給　学生バイトも多数！！
　時給／1000円～1200円　時間／9：00～19：30　応相談

☎090-5749-7985 担当：大坪

40代、50代の人たちが
働きながら自分磨きをしています
●アパレル　●ジュエリー　●宝飾品・時計
●婦人靴　 ●紳士服　　 ●バッグなど

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）

まずは無料登録
希望の売場で色々な
経験をしてみませんか

パ 紹

ナンキュウスタッフ

復職支援あり！ 登録型ヘルパー（訪問介護）
そろそろ、資格を活かして
はじめてみませんか？
【家事】時給／1200円～
時間／8:00～18:00　週1日1h～働けます
スケジュール調整可、担当宅制、好きな地域で！
待遇／規定内交通費・各種保険・他諸手当
身体介護はありません
掃除や洗濯の生活援助をお願いします

調理が苦手なヘルパー必見！
体力的にも楽な業務

40代～60代の主婦層活躍中

東区下南部2-15-11（市営下南部団地そば）

☎096-388-2721

ふきのとう訪問介護事業所

契約

週 1回の「リビング新聞」 配布員募集
毎週水曜か、木曜の明るい時間帯
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

週1回の配布＝運動で
健康を保ち、そしておこづかいに

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

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 短時間・簡単な事務
3人体制事務・経験資格不要

時間／9：00～17：00　フルタイム可
PC基本操作あり　休日も応相談
時間日数が選べる　時給／900円

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

パ少人数の家庭料理 調理
平日週3日程度4h　詳細応相談
自分のペースでいつも作る料理

時間／12：00～16：00　休み日曜　資格不要 
バス停0分　一般家庭宅　時給850円

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

パ

朝夕時間　保育士
現在26名の保育士活躍中

急な休みにも対応　土・日・祝休
時間／7：00～9：00、17：00～19：00
時給／1100円～　子育て支援員歓迎

大江こども園
中央区大江2-1-18（KKTそば）

☎096-364-2090

パート

●次回掲載は
　　9月1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

訪問介護在宅支援等スタッフ募集
《働き方相談受付中》

安心してご応募いただけます

時給／1200円～1400円（休日手当有）
時間／週1～2回程度、1時間～でもOK
　　　フルタイム希望の方要相談
待遇／交通費・処遇改善手当毎月支給
資格／普通免許、ヘルパー又は介護士
応募／まずはお気軽にお電話下さい

利用者増員の為、スタッフ募集
安心して働ける環境です！！
働き方はご希望に合わせます

（同）ケアサポートこまち
合志市須屋1897-4

☎096-288-5933 担当：森山

パート

国立病院での電話受付業務
病院代表への着信電話を
各部署へ取次ぐお仕事

勤務地／熊本医療センター
時間／①8:30～17:30 ②8:30～15:00
　　　③11:00～19:00
休日／土日祝＋平日、年末年始
給与／時給740円～
雇用保険、交通費実費、制服貸与

月16日程度の勤務（平日）
残業一切なし＆休憩1H／日

未経験の方も大歓迎

総合システム管理㈱
福岡市博多区博多駅東1-9-11

☎092-441-4479 管理本部 人事担当

パート

①管理栄養士（正職員）
②介護職（正職員・パート）
③送迎スタッフ（パート）

詳しい内容は
お電話でお気軽に！

ご応募お待ちしています！

給与/①基本給18万3000円～＋諸手当
　　 ②基本給15万円～＋諸手当
　　　 パート 時給800円～
　　 ③パート 時給1000円～
時間/①8:00～18:00の間で8h。シフト制
　　 ②8:00～19:00の間で8h。シフト制
　　 ③8:00～10:00、14:30～16:30　4h
　　　土日のみ可
内容/①病院内給食における栄養管理・
　　　栄養指導など
　　 ②病棟での移動介助・食事介助・
　　　入浴介助など
　　 ③デイケア送迎車の運転
待遇/①②正職員  昇給あり、賞与年2回、
　　 週休2日、年に3日特別休暇、扶養手当
　　①②③各種保険加入（雇用形態による）
　　通勤手当（規定有）、無料駐車場

熊本市中央区萩原町9-30
（JR南熊本駅より徒歩8分）

☎096-378-3836 法人本部：島崎

日隈病院医療法人 日隈会

①管理栄養士 ②介護職 ③送迎スタッフ正 パ

日隈病院　 検索

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

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♪

中央区九品寺1-10-15

☎096-372-2938 担当：岩田

有限会社 スイス

給与／①時給800円～ ②時給930円～
仕事内容／①製造スタッフ
　　　　　（初心者でも安心♪）
　　　　　②簡単な仕分け、及び
　　　　　スイス各店舗への配送
時間／①（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程度の勤務 1日4.5h～OK
　　　②8:30～15:00（延長有）
　　　※週3～4日の勤務。時間等もお気軽に
資格／①土日も働ける方歓迎
　　　②要普通免許
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

パ ア

清掃スタッフ　未経験大歓迎

遊技場での清掃作業です
女性スタッフ活躍中。朝の空いた
時間を有効活用　ＷワークＯＫ

あなたの働きやすい
時間帯を選べます！

資格も年齢も不問です！

福岡県飯塚市花瀬32-1

☎0948-22-1718 人事課

㈱トキワビル商会

時間／①7:00～9:00
　　　　（北部店・南高江店）
　　　②10:00～16:00（北部店）
　　　③16:00～22:00（南高江店）
給与／①時給 1000円
　　　②③時給 800円～850円
勤務地／ベルエアMAX南高江店
　　　ベルエアMAX北部店
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
応募／面接は現地で行います
　　　お気軽にお電話下さい

パート

事務員スタッフ大募集
受注予約の電話応対や書類作成のお仕事
時間／9:00～18:00 11:00～20:00選択可
休日／週休二日制・シフト制　時給／800円～
土日祝勤務できる方大歓迎

（株）LCS
中央区国府1-23-9

☎096-361-2960 担当：深町

正

定食屋のホール・キッチン
スタッフ向けの食事もあり
幅広い年齢層が活躍中
できることからお願いしていきます
時給／950円～　※日祝・年始・お盆手当（50円/h）
待遇／交通費規定支給、社員登用制度
　　　昇給、社会保険、各種手当、他

時間／（昼）9：30～または10：00～
　　　（夕）17：00～または18：00～

平日、週末など 時短や6ｈなど
日祝・年始・お盆は時給1000円～
シフトは週ごとの自己申告制です

定食屋 百菜旬
上益城郡嘉島町上島 2232
☎096-235-6280

イオンモール熊本店

パート アルバイト

クリーニング ①作業 ②配送
給与／① 時給780円　② 15万円～
休日／日・土・祝　社保完備、通勤手当・有給有
時間／①8：00～　②7：30～　8h
車通勤可　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 契

●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
●年齢経験前職考慮　実務経験は問いません
① 給／正看：22万円～　准看：17万円～
　3交替・2交替・日勤帯のみ　シフト交替制
ⓐ8：30～17：30　ⓑ11：30～20：30　ⓒ7：00～16：00

② ※医療事務2級以上
給／16～19万円　時／8:30～17:30、～12:30

働きやすい職場を提供
①②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

①日勤・遅出ができる看護職　②医療事務正社員

病棟・デイケア介護職
資格・皆勤の手当て  別途
各種保険　交通費支給
復職・転職・シニア  応援

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

無料学童保育スペースあり
労働条件については
働きやすさを整えています
時間／（正）8：30～17：30　残業なし
　　　（パ）希望時間
介護福祉士：（正）15万500円　（パ）時給880円～
無資格：時給800円～　皆勤手当別途5000円支給
休日／面談にて希望を伺います

パート正社員

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

清掃員募集！（長期）
内／大学内での清掃作業など
時／9:00～17:00　給／時給740円
場／西区池田　待／社保完備
休／土日祝（年末年始・盆休み有り）

（株）秀拓
西区上熊本3-20-6（池亀バス停側）

☎096-352-0911 担当：中山

崇城大学グループ

パ

介護用品のレンタル・販売
子育て中のイクメンパパさん

活躍中！
女性スタッフも大歓迎！

ダスキンヘルスレント
熊本ステーション

上益城郡益城町惣領1861-3-2F
☎096-289-3035 担当：林原

内容／介護用品のレンタル・販売
給与／18万円～
資格／要普免（AT限定可）
時間／9:00～18:00
休日／週休2日制
待遇／通勤・家族手当・賞与有
　　　各種社会保険完備
応募／まずはお電話下さい。

正社員

4t トラック　定期輸送ドライバー募集
大手メーカー様の半導体製品
液晶精密機器の輸送です。
未経験の方でも安心です。

熊本交通運輸株式会社
上益城郡益城町惣領1861-3-2F
☎096-289-3035 担当：林原

特販部

内容／4tトラックの定期輸送
給与／23万円～（手当含む）
資格／要中型免許（8t限定）以上　
時間／8:00～17:00
実働／25日～26日程度
待遇／通勤・家族手当・賞与有
　　　各種社会保険完備
応募／まずはお電話下さい。

正社員

8月までに内定し最終日まで
勤務した方へボーナス3000円支給
勤務地／A…熊本駅前センター（西区春日1-12-10）
　　　　B…九州BPOセンター（中央区大江3-1-66）
内容／A…①郵便物開封・書類仕分　②データ入力
　　　B…②データ入力　③書類点検　④電話照会
時給／①950円　②1000円　③1000円～1100円　④1300円
　　　（研修時給740円、2日～6日間程度）
時間／①～④9:00～18:00（全班繁忙期は、残業・休出の可能性あり）
期間／①10月中旬～1カ月程度　②～④10月中旬～最長2カ月
待遇／自転車・バイク通勤ＯＫ
　　　インフルエンザ予防接種3000円まで補助

年齢・経験不問　研修あり
二次元バーコードからも受付中
ご応募はお早めにどうぞ！

中央区大江3-1-66

短期事務スタッフ1600名  今年も募集開始！ 8月中内定者には特典あり契

0120-773-505
日本郵政スタッフ　 検索

日本郵政スタッフ株式会社

フロント及びフロアスタッフ
一緒にスポルトで働きませんか
～街中なので通勤も便利です～
朝・昼・夜と選べる時間帯

未経験者大歓迎
主婦の方 活躍中！！
平日のみ・土日のみ等

お気軽にお電話ください！

中央区手取本町4-1　大劇ビル3～5F

☎096-326-1170 担当：野村

スポルト熊本

時間／平日9:30～翌6:30（時間応相談）
　　　休日6:30～翌6:30（時間応相談）
　　　週2日～
　　　1日4～8時間の勤務でOK！
給与／時給800円～
　　　※22時以降 時給25％UP！
………シフトは自己申告制…………
早朝・深夜だけ等Wワークの方も歓迎！
ボウリングが無料で利用できます♪
………………………………………
待遇／制服貸与、社保完備（法定による）
　　　交通費支給（当社規定による）
　　　残業手当あり
資格／高校生不可、フリーター歓迎
　　　未経験者大歓迎！
　　　長期勤務できる方

パ ア


