
2018年10月6日　土曜日　＜22＞

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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　　10月20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

①看護・介護　②食事洗濯館内美化
①看護師パート　8：30～17：30（8h）
　フルタイム　給与21万1200円～25万9200円
　月20日パート　時給1320円～1620円
②介護パート　9：00～17：00（5hで応相談）
　希望勤務パート　時給810円～960円
1万1000円まで交通費・年金・各保険・福利厚生充実
電話連絡後、面接日を決定。履歴書も
ご持参ください。事前見学可

厚生労働省が設置した
労災特別介護事業所

（一財）労災サポートセンター

ケアプラザ宇土
宇土市松原町 243（宇土駅より車で5分）
☎0964-23-2211 担当：茂藤・前田

パート

小規模デイサービス　看護師
《看護師》　週に1日から週5日
定年退職後の方も歓迎です
年齢は問いません　資格を活かそう!!
時給／900円～　前職考慮いたします
1日5h～　希望時間　※正社員登用あり
リビングウイルサポートが転職・復職を応援!!
全力バックアップ
きっと介護が楽しくなる職場です

1日型・半日型と組み合わせて
働くことができます

残業はほとんどなく定時帰宅

デイサービス こんぺいとう
東区下江津 6-10-30

（ローソンセイラタウンより車5分）
☎096-245-8683 受付／平日18：00まで

パート

医療機器 部品組立
手順通りに作業　主婦さん活躍中
9：00～15：20　土日祝休　交費有給有
当日急な休み可　経験不問　服装自由
勤務／アイシン九州そば　時給780円～

（株）シー・エス・アイ
中央区世安町412

☎096-352-0959 担当：古閑

パ

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 （9h内実働7.5h）　休日／ご相談できます

……… ● 新着　11/7（水）～25（日）　冬の北海道展会場 ………
時給／1100円～1200円　時間／9：00～19：30（9h内実働7.5h）
  土日だけも働けます　交通費全額支給　学生バイトも多数！！

主婦や学生が応募しやすい
希望の売場で色々な経験をしてみませんか

☎090-5749-7985 担当：大坪

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

パ 紹

ナンキュウスタッフ

40代、50代の人たちが
働きながら自分磨き
まずは無料で登録！！

週1回の「リビング新聞」 配布
毎週水曜か、木曜の明るい時間帯
お住まい近くのエリアで2h～4h程度
300部～500部ポスティング！！

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

「スキマ時間の有効活用」
配布物はご自宅までお届けします

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

電話案内業務
全国の高校・大学同窓会名簿作成委託
時／9：00～13：30　時給／840円～900円
休／日・祝・隔週土　交通費、雇用保険
同窓生へ名簿発行案内　5名採用

㈱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 調理員
西区二本木（障がい者施設）勤務

時給／900円～　経験者要相談
時間／9：00～15：00（6h）　土日・祝祭日休
交通費、制服貸与、各種保険　年齢不問

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

障がい者施設 調理補助
刻み・盛付けなど簡単な補助

時給／800円＋通勤手当（駐車場有）
時間／8：30～17：00（7.5h）時間相談可
社保：健,厚,雇,労,加入　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

①作業員 ②舗装重機運転手
男女不問　①経験不問　②資格取得者
時間／8：00～17：00　8h　※残業なし　日・祝休
日給／①8000円　②9000円　詳細は面談時
中高年の方々が活躍している職場です

有限会社 日成鋪道
上益城郡益城町古閑 329-2

（グランメッセから徒歩で5分）

☎096-286-8176 担当：中村

契

美容総合卸 事務
事務経験がある方　休み：土日祝
時間／9：00～18：00　フルタイム
要普免　PC操作　電話対応　伝票他
給与／17万円～+交通費　社保完　賞与

㈱創美グループ
中央区水前寺 6-10-44（県庁東門そば）

☎096-213-7333 担当：太田黒

正社員

未経験からはじめる定食屋のホール・キッチン

あなたの笑顔で
お客様を元気に！

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

正社員
異業種から飲食業界へ転職したい方
新しいことにチャレンジする気持ち応援！
給与／24万円～35万円　諸手当含
　　　前職、経験により考慮
休日／月4日～6日 ほか
時間／10：00～24：00内で実働9h
待遇／交通費規定支給、昇給、社保、各種手当、他
詳しくは面談時に要望をお聞きします

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／800円　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 部品の組み立て
子育て中、学校行事にも柔軟に対応
日数時間応相談　プラスティック部品
時間／9：00～16：00　実働6h　委細面談
土・日・祝休み　時給770円～　通勤手当有

株式会社 ミヤムラ
（グランメッセから車3分）
上益城郡益城町古閑 153-11

☎096-286-8916 担当：宮村

パートPC操作の簡単な事務
日・祝日に出勤できる方

時間／ⓐ9：00～13：00　ⓑ13：00～17：00
3人体制　電話対応・書類作成など
※バス停0分　詳細面談　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

パート

非公開ナース求人 ①旅行添乗 ②常勤 ③パート
そろそろナースとして働くことを
考えている人の選択肢に
登録看護師が増えています
①修学旅行添乗ナース  《短期アルバイト》

～健康面のサポートを行う～
日程／10月～2月（実施先による）
給与・待遇／詳細は面談にて
………………………………………………
②③熊本県内、全国勤務地多数  《常勤・日勤》
健診や訪問入浴・保育園  《アルバイト》
総合病院・クリニック・介護施設その他
給与・時間・休日／働き方に応じた形態
………………………………………………
ナースパワーで復職・転職で職場探し!!
●託児所完備に転職後、仕事に専念　
　でき、家庭のことも両立できています
●貯金が増え、専門知識が高まった
●希望の働き方が叶い、やりがいを感
　じています

働き方をコーディネーターがご案内
これから先将来、今後の転職も
向き合いながら相談できます

0120-573-473
中央区神水1-25-7パワービル4F
厚生労働大臣許可
43-ユ-010011　般43-300006

派ア パ 紹

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120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）

正 パ

☎096-382-0256
開局準備室 担当：堀田

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）
給与／①時給 1000円
　　　②時給 800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 医療事務募集！働きやすい職場です
給与/月給14万円～16.5万円
　　＋通勤手当（5000円～1万円）
時間/8:30～17:00、土曜日8:30～12:30
　 土曜午後2カ月に1回勤務有（振替休有）
休日/日曜、祝日、土曜午後、調整休
待遇/昇給年1回、賞与年2回（前年実績4.5カ月）、
各種保険完備、退職金制度有、有給休暇、慶弔休暇、
産休・育休取得実績有、車通勤可能（無料駐車場有）、制服貸与

会計業務・レセプト請求など
医療事務のお仕事。未経験
＆ブランクある方も大歓迎

熊本循環器科病院
南区御幸笛田2-15-6

☎096-378-0345 担当：ナガタ

医療法人社団　御幸会

正社員

毎日のシフトを自分で決められます！
「午前中だけ」「空いた時間だけ」の勤務もＯＫです

お子さんが帰って来るまでの時間の合間に
自分の時間を有効活用してみませんか？　
幅広い年代の方のご応募をお待ちしています！
●水前寺駅から徒歩3分で通勤に便利
●未経験でも大歓迎です
●パソコンが使えない方でも大丈夫です
●勤務時間・勤務日は希望に沿います
●ノルマはありません
●服装は自由です
仕事内容／当社のお客様と電話でお話しいただ
　　　く仕事です。パソコン操作ができなくても
　　　大丈夫ですので、未経験者でもできます。
　　　勤務時間は、あなたの希望に応じてシフト
　　　を組みますので、お子さんの学校行事を優
　　　先することができますので、安心です。
募集人員／10名
時間／9:00～17:30の間で3～7.5時間
　　　週1日～5日
　　　お好きな勤務時間、勤務日で働けます。
　　　ご希望の勤務の仕方を教えてください。
休日／土・日、祝日（平日の休みもＯＫです）、
時給／800円～1000円
待遇／交通費支給（当社規定）、雇用・労災・健康
　　　保険・厚生年金、定期健康診断
　　　（待遇については、勤務時間によって対
　　　応します）
応募／詳しくはご説明いたします。
　　　お気軽にお電話ください。 子育てと両立しながら

ムリなく働ける

テレフォンコミュニケーター大募集！

〒862-0950　熊本市中央区水前寺2-2-1　健康家族ビル
☎096-385-6226   http://550229.jp

担当／総務人事課 月～金9：00～17：30（土・日・祝休）

パート

パソコンが使えない方でも
大丈夫です！

働き方はあなた次第！
【40代パートの1日をご紹介】

   7:30    起床、朝ごはん作り・身支度
　　　  子どもを起こす
   9:30    子どもを幼稚園に預ける
   9:50　JRで水前寺駅到着♪　会社まで徒歩3分
10:00　会社に出勤
12:00　ゆっくりランチタイム
15:00　退社
15:10　駅前のスーパーで買い出し。JRで帰宅
16:00　幼稚園へ子どものお迎え
17:00　帰宅
22:00　就寝　　

①院内アシスタント ②ベッドメイク
①院内アシスタント
　ⓐ7：30～15：30　ⓑ11：30～19：30
　時給／900円（土日祝は時給950円）
　休日／シフト
②ベッドメイク
　ⓒ7：30～12：00　ⓓ9：00～12：00
　時給／800円　休日／土日
勤務地／①②熊本大学医学部附属病院

院内アシスタントは土日できる方歓迎
交通費支給、各種保険、制服貸与
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

契 派 パ

調理スタッフ
①城西共同調理場
　時間／8：15～17：15　時給／850円
　休日／土日祝、春・夏・冬休みあり
②菊池少年自然の家
　ⓐ（フル）6：00～20：00の間で8h
　月給／20万円　休日／シフト
　ⓑ（パ）6：00～14：00、15：00～20：00
　時給／1100円　早朝手当300/回　休日／シフト

交通費支給、各種保険、制服貸与
研修制度あり

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

契約社員 派遣社員

接客（ホール）及び調理（キッチン）
オープニングスタッフ募集！

時間/9:00～22:00の間で5～6時間
時給/820円～（土日勤務できる方歓迎）
週3日～5日勤務　勤務地/植木店

昭和食品工業 株式会社
北区植木町味取46-2

☎092-632-3050 管理部 採用担当

パ「和食くろ木」調理・ホールスタッフ
未経験歓迎！　まずはお電話下さい
給与／（正）23万円～（パ）850円～
時間／（正）9:00～22:00の間で7時間
　　　（パ）①10:00～15:00
　　　　　②17:00～22:00の間で応相談
内容／（正）調理スタッフ（パ）ホールスタッフ
休日／（正）月7日休（シフト制）（パ）シフト制
待遇／社会保険有、制服貸与、車通勤可

11月1日新規オープン
主婦・フリーターの方歓迎

アンビー熊本内（合志市庁舎近隣）

株式会社 黒木
東区石原1-10-16

☎096-283-5010 総務部：長岡

正 パ ア

お申し込み増えています！
幅広い年代の方が活躍されます！
勤務地／九州BPOセンター（中央区大江3-1-66）
内容／①データ入力
　　　②書類チェック・入力。簡単な電話照会
時給／①1000円　②900円（研修期間770円　1日～5日程度）
時間／①9:00～18:00（8H）　②10:00～14:00（4H）
休日／土・日・祝日
期間／①10月中旬～11月下旬頃　
　　　②10月22日～11月30日
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

短期データ入力事務（大江） 事務職未経験の方でも安心して働けます契

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


