
2018年10月20日　土曜日　＜12＞

採用係TELまたは右記QRにて相談会参加を受付中

…………………ツクイデイで働く採用情報…………………
①生活相談員　介護福祉士の場合
　（正）固給20万円～　　 （パ）時給1190円～
②看護職員　  正看護師の場合
　（正）固給22万5000円　（パ）時給1360円～
③機能訓練指導員　理学療法士の場合
　（正）固給22万円　　　 （パ）時給1360円～
④介護職員　　介護福祉士の場合
　（正）固給19万5000円　（パ）ケアクルー：時給1040円
⑤ケアドライバー（送迎職員）　　（パ）時給810円～
⑥ミールケアクルー（調理職員）　（パ）時給950円～
…………………………………………………………………
時間／8：00～18：00　実働8h　※パートは希望時間に応ず
休日／希望休シフト制、固定シフトも可
待遇／各種手当、昇給、賞与

「ツクイビジョン2025」に本気で一緒に取り組みませんか

デイサービス職員　10月お仕事相談会

ツクイデイ6事業所合同お仕事相談会

●10/20（土） 18：30～
　会場：ツクイ熊本長嶺

●10/25（木） ①15：00～
　　　　　　②18：30～
　会場：熊本市男女共同参画
　　　  センターはあもにい　4階研修室C

ご応募・お問合せはこちらへ 

採用係 TEL.0120-106-311

● 勤務地 ●
熊本長嶺　東区長嶺南 3-1-120
熊本田井島　南区田井島 2-1-6
合　志　　　合志市幾久富 1904-4熊本東野　東区東野 1-16-16

熊本下南部　東区下南部 1-3-125
熊本坪井　中央区坪井 6-33-20

受付：事前に各事業所QRフォームにて↓

※当日参加可、なお都合が合わない方は直接面接も可能です
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正社員 パート

ツクイで働く、ツクイで輝く。
みなさんの活躍できるフィールドで仕事が好きになる職場

■ 常勤と非常勤で待遇に差はありません
■ 心と健康をサポートする制度
■ eラーニング・集合研修・認定試験で
　 ステップアップ
■ キャリアアップ支援制度合格祝い金
　 3万円支給

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
　　11月3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

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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在宅ワーク 代筆業務
得意な字を生かしたい
副業として自宅でも仕事をしたいという
女性歓迎の在宅ワーク
給与／完全出来高制　例：月収1～2万円程度
時間／月に2回程度の依頼
　　　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2-9-5 北野ビル201号

☎096-200-6526
受付／平日 10：00～14：00

委託業務 ①入居訪問介護夜勤専従 ②洗濯・清掃生活サポート

南区富合町杉島 1127
（3号線杉島交差点より車で1分）

☎096-358-0377

①日中の時間を充実させたい方
　副業をお考えの方
《週1回～　17：00～翌9：00　実働14h》

給与／１回：1万3500円～1万5000円
　　　経験前職考慮
待遇／年1、2回処遇手当支給、交通費ほか
資格／初任者研修（ヘルパー2級）
　　　実務者研修（ヘルパー1級）
　　　介護福祉士
……………………………………………
②年齢も資格も経験も問いません
《1日5名程度　時間9：00～18：00　応相談》

時給／780円～900円　昇給あり
　　　祝祭日の場合：880円～
待遇／正社員登用制度あり

正 パ

小規模定員約20名の入居様
①自立支援を基本とした介護全般
②生活環境のお世話をお願いします

意見や要望をスタッフで共有
資格取得支援制度

ホームページは
←こちら

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！！

経験問わずに各売場で「ナンキュウスタッフ」として
働く男女が多数在籍

☎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　●毛皮　●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！！

①ホーム介護員　②登録型訪問看護師
そろそろ、資格を活かしてはじめてみませんか？
①ホーム介護員　時給／800～850円
　　　　　　　　時間／働き方に応ず　
②登録型訪問看護師　時給／2000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
経験を経てステップアップし、資格を得られる職場

40代～60代の主婦層活躍中
安心して働ける

《 働き方相談受付中 》

東区下南部2-15-11（市営下南部団地そば）

☎096-388-2721

ふきのとう小規模多機能ホーム

パート 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／300部の場合…約2万円
　　　（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
日祝隔土休　交通費・雇保・有休あり
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

未経験から挑戦できる ホールサービス
異業種から飲食業界へ転職したい方
ワクワクする気持ちを実現するチャンス
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
※履歴書郵送、店舗で面接
詳しくは面談時に要望をお聞きします

あなたの接客で
お客様を「笑顔」に

雑魚屋 熊本東急REIホテル店
〒857-1162 佐世保市卸本町 16-2 （本社）

㈱庄屋フードシステム

正社員

0120-1818-34 担当：西村

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5h～6h
時給／820円～（土日勤務できる方歓迎）
週3日～5日勤務

うどんの黒田藩 植木インター店
北区植木町味取46-2

☎092-632-3050 管理部 採用担当

パ

昭和食品工業 株式会社

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 ①早朝盛付　②お弁当の販売
時給／①740円②800円＋販売手当
時間／①5:00～9:00②9:00～13:00
休日／日曜・GW・お盆・正月連休
待遇／賞与有・車通勤可・雇用保険
仕事内容／①簡単な盛付
　　　　　②決まったルートでの販
　　　　　　売。食事付。要普免
応募／電話後履歴書持参ください。

家庭と仕事の両立可能！
子育て中のママも活躍中！
お気軽にご応募ください♪

秋桜ランチ
東区小山6-4-10

☎096-389-8747 担当：川﨑

パート

院内サポートスタッフ10名大募集
簡単なお仕事です！
資格経験不要！ 未経験者歓迎
20～60代男女活躍中！
WワークもOKです。

週2日程度から
フルタイムまで希望可
土日祝・夕方だけでも
平日のみ希望も可能！

中央区九品寺 2-1-24 九品寺ビル

☎096-223-5127 担当：採用係

㈱総合人材センター

シーツ交換や清掃、下膳作業メイン
病棟を巡回しファイルの回収・配布
※身体看護は一切ありません

【勤務地】 熊本市中央区二の丸
時間／①8：30～17：30
　　　②10：30～19：00
　　　③8：30～13：30
　　　④14：30～19：30
　　　⑤17：30～19：30
時給／780円～850円
休日／（契）4週8休　（パ）応相談
待遇／各種保険完備、交通費支給
　　　制服貸与
応募／お気軽にお電話ください

契約 パート

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電話照会
時　給／①1000円　②1300円（研修期間770円　1日～5日程度）
時　間／9:00～18:00（8h） ※研修期間9：30～17：30（7h）
休　日／土・日・祝日
期　間／①10月下旬～11月下旬頃　②10月26日～11月25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
その他／①決められた箇所に名前や数字等を入力するだけの
　　　　簡単な作業です。 ②書類の不備内容を電話照会。
　　　　※繁忙に伴い残業・休日出勤の可能性有

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 ①データ入力 ②電話照会 締切間近！

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

契約社員

温泉施設 館内スタッフ

子育て世代のスタッフも多数活躍中!!

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

パート アルバイト

………………………………………………………………………

① フロント（昼）　　　12：00～16：00または17：00　 時給830円

② フロント（夜）　　　17：00～22：00　　　　　　　時給900円

③ 大浴場清掃（深夜）　24：00～翌2：00　　　　　　  時給1150円

④ 皿洗い　　　　  　6：30～8：30　　週4～5日　　時給860円

⑤ 調理見習い　　　 13：00～21：00　週5日　　　 時給900円
　　　　　　　　　　和食経験者優遇　1h休憩・夕食まかない付

⑥ホテル清掃　　　　9：00～14：00　  週3～5日　　時給850円
………………………………………………………………………

 ● 車、バイクなど通勤可
 ● 休日や勤務に応じたシフト制
 ● 土日も交替でお休みできます

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

新鮮なお野菜の選果と箱詰め
地元で収穫された野菜を
スタッフ一同協力しあって出荷する
お手伝い員さん　大募集 !

南区会富988-1

☎096-227-4301
担当：内田・松崎

時間／8：30～17：00 
　　　※時期により変動あり
時間・曜日など希望に応じて柔軟に対応
…………………………………………………
お子様がいらっしゃる方でもしっかり対応
毎年リピーターさん多数で教えてもらえます

給与／時給800円～+能力給
待遇／各種保険・厚生年金
応募／受付担当まで
…………………………………………………
箱詰めや選果場に集められた野菜物を

仕分ける作業

シニア層から男女不問で採用中　
体力は特に必要ありません

アルバイトパート

営農センター広域選果場

アクアドームより車で5分
マイカー、バイク通勤可

野菜の知識がなくても構いません


