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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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●次回掲載は7月6日号です
委 …委託業務

紹 …紹介

派 …派遣社員

パ …パートア …アルバイト

正 …正社員 契 …契約社員

①事務　②美容部員
①電話対応、PC入力、軽作業　※休み柔軟に対応
②女性誌、美容誌で高評価の商品案内　※経験不問
時間／①9：00～17：00　応相談
　　　②9：00～18：00　応相談　残業あり
①②要普免　※ノルマなし
美容の知識も高まりアドバイザーとして活躍!!
①②●年2回賞与　●社保完　●交通費支給
時給／①800～850円　②1000円　試用期間有

休／①土・日・祝　②月6日程度
美容健康に興味がある方
働きながらきれいになれる

有限会社BEC
菊池郡菊陽町光の森 2-8-4
（北郵便局徒歩1分）

☎090-6526-0171 担当：村上

パート

洋裁教室スタッフ
面接日時：７月１日（月）16：00～
面接会場：ニットソーイングクラブ
　　　　 ゆめタウンはません店
●ニットソーイング（カットソーの洋裁）を指導し
　デザインをアドバイスするお仕事　40代～50代活躍中！！
勤務／佐藤貴美枝ニットソーイングクラブ ゆめタウンはません店
　　　ゆめタウンはません3F（南区田井島 1-2-1）
時間／10：00～17：00（実働6h）　※勤務は週3日程度
資格／未経験の方でも大丈夫　※65歳定年　待遇／研修制度あり
時給／820円　　休日／日・祝休、夏期・年末年始休あり
…………………………………………………………………………
＜応募＞右記本部へ電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参で
　　　　当日、面接会場へお集まりください
　　　　※どのような洋裁教室かご説明します

千葉県船橋市本町 6-9-7（本部）

☎047-425-0154 担当：採用担当

株式会社 ニットソーイングクラブ

パート

人と話すことが好きな方
モノ作りが好きな方　大歓迎！
好きを仕事にしませんか？

病院・介護施設内の調理補助
時給／1000円（手当あり）
時間／6：00～19：00までの間で4h以上
勤務日数／週3日以上～相談可
勤務地／南区・西区・北区・玉名市・山鹿市
　　　　菊陽町・大津町など、多数あり

調理は職場に慣れてから！
まずは、食材の切込みや盛り付け
食器類の洗浄をお願いします

学歴、資格、経験不問
未経験大歓迎！
50代活躍中

㈱MUSASHI
東区月出 7-1-8

10800-200-0634

派遣社員

（派）45-300138

コールセンタースタッフ（受信）
時給／960円（手当あり）
時間／9：00～21：00の間で4h以上
勤務日数／週3日以上～可
勤務地／中央区水道町
【仕事内容】
通信販売などをご覧になった方からのお電
話に対し、マニュアルを見ながら注文を受け
るお仕事です（電話受信）

学歴、資格、経験不問
未経験大歓迎（学生さん可）

髪型、服装自由！！

㈱MUSASHI
東区月出 7-1-8

10800-200-0634

派遣社員

（派）45-300138

レジ・品出し
時給／850円～900円
時間／9：00～18：00内　5～6h程度
土・日・祝のみ１名募集
学生、子育て中、介護中の方でも安心

ワークマン 熊本北部店
北区四方寄町576-1（3号線ケンタッキーそば）

☎096-322-7700 担当：オガタ

アパ

①歯科衛生士 ②助手受付
無理ない働き方で復職 《正社員も可》

院内見学可　復職には時短
時/9:00～19:00　※希望時間・曜日応相談
時給/①1300円　②1100円　別途手当有

伊藤歯科医院
南区近見 1-13-5（日吉小通り 郵便局前）

☎096-325-6565

パ

介護事業所　①介護士　②看護師
正社員：年間休日115日
中高年の再就職も可

育児・家事・介護世代 さまざま

東区下南部2-15-11（おぜきこども園そば）
☎096-388-2721（採用担当）

パート

介護事業所 ふきのとう

正社員
長く働くことのできる職場づくり始まります
●正社員・パート《介護》　●パート《看護》
①介護士　給与17万円＋資格手当　パート820円
　※日勤のみの固定時間
②看護師　パート930円　※4～8hで希望時間・日数
時／8：30～17：30　休／週休2日　土・日可能
●5h程度・月16日勤務　7万4400円
　※扶養内パートさん多数在籍

学童保育指導員
午後2hだけ週3日～　有資格者尚可
時間／13：00～17：00　時給／800円～
勤務／小学校内　放課後、春、夏、冬休み
有資格者時給850円～　年齢は問いません

学童クラブ バンビ
合志市須屋 1873

☎090-1369-2219 担当：倉岡

西合志南小学校

パート

学校給食 栄養士
未経験者歓迎　勤務：長嶺の中学校
時間／8：30～16：30　7h　休憩1h
休日／土・日・祝祭日　長期連休有り
年齢不問　車通勤可　時給／1000円

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

㈱南九州商事 熊本支店
中央区花畑町4-1 太陽生命第2ビル1F

☎096-323-6681（受付平日17：00まで）

中央区・東区・西区・南区　大型施設売場
時給／830円（土日祝100円UP）+交通費
時間／9：40～18：50（実働5h） 週4日程度
早遅シフト　お気軽にお電話ください

宝くじ販売スタッフパ 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／820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

急募 整体師・未経験可
店舗拡大に伴いスタッフ急募！！

時間／10：00～13：00・16：00～21：00
時給／800円～又は勤務地により歩合制
備考／日帰出張有り（手当付）

ルーチェ整体院
西区二本木 2-8-13

☎096-273-6830 担当：片岡

アパ

7、8、9月入社　20名募集！
創業43周年　未経験者大歓迎！
土・日・祝日休みです！
初めての方もマスターできます！

☎096-385-6226   
http://550229.jp

担当／総務人事課
[月～土]9：00～17：30

平日17：30以降と土・日・祝は下記の携帯番号
080-8554-3650 で受付中

〒862-0950　熊本市中央区水前寺2-2-1
健康家族ビル

内容／電話対応。　当社のお客様とお話しいただく仕事です
　　　研修もあるので安心！
時間／9：00～17：30の間で3～7.5h　　週3日以上の勤務
　　　残業、ノルマありません。服装もシフトも自由！
休日／土・日・祝日（平日の休みもOK）
資格／パソコンが使えなくても大丈夫。中高年の方も活躍中
時給／800円～1000円
　　　（入社3カ月後、時給UPに挑戦できます！）
待遇／交通費支給(当社規定)、定期健康診断有、厚生年金
　　　雇用・労災・健康保険　※社保勤務時間による

㈱健康家族は経済産業省より
「ダイバーシティ経営企業100選」※
に認定されました。
※働きやすい職場環境が評価

パート2019年度募集！

創業43周年！ 未経験の方大歓迎!!
充実の研修サポート体制あり！

働く女性応援企業！
20～40代の女性が活躍中！

ブライト企業認定企業

☎096-385-6226   
http://550229.jp

担当／総務人事課
[月～土]9：00～17：30

平日17：30以降と土・日・祝は下記の携帯番号
080-8554-3650 で受付中〒862-0950　熊本市中央区水前寺2-2-1　健康家族ビル

契約社員

……………………………………………………………………
業務／パソコン操作、検品業務他
　　　全国のお客様へ商品をお届けする仕事です 
時間／8：30～17：30 （実働8h）
休日／週休2日制（日・祝他週1回）　夏・冬期休暇、年末年始
給与／16万円（昇給有り）+賞与（年2回）
待遇／交通費支給（当社規定）、健康診断、厚生年金
　　　育休・産休、雇用・労災・健康保険、正社員登用制度有
　　　制服貸与、社員食堂

コミュニケーター募集
全国にゴマで知られています
20代～40代多数活躍中
未経験でも大丈夫

株式会社 オニザキ
コーポレーションセールス
中央区上水前寺1-6-41OCOビル7F
☎096-387-8933  総務課

平日 9：00～17：00

食品に興味がある方歓迎
当社お客様への受注対応、PC入力
入社後しっかり丁寧に研修
時給／890円　※試用期間3カ月840円
時間／8：30～17：30
休日／シフトによる週休2日
待遇／交通費、各種保険、厚生年金、健康診断
インセンティブ制度あり
入社1年1カ月以降は考課により時給決定

契約社員

調剤薬局事務
3.5hの　①午前　②午後　※詳細相談可
①9：00～12：30　  休み：水・日
②14：30～17：30　休み：水・土・日
時給830円～　交通費支給、車通勤可

きさらぎ薬局
北区植木町広住 419-109 （北区役所車2分）

☎096-273-3316

パート

一般事務
●PC基本操作、電話対応、伝票整理など
●1日5.5ｈ　交通費、雇用保険、車通勤可
学校関連に美化用品を販売している会社です
実務経験は問いません　有資格者は優遇
※実務経験者尚可
※家庭の都合などはご相談ください
時間／8：30～15：00　実働5.5h　時給／850円～
休日／土・日・祝　年末年始・GW・夏季休暇

「事務＋α」のスキル
身につけませんか

15：00まで　賢い時間活用

(有)タナカ美材販売
東区新南部 3-9-15（西原小学校そば）
☎096-382-6996

パート

看護学科 実習指導員
勤務地／市内各実習病院
給／規定による　時／8：15～17：00
休／土日祝　他／詳細は本学園HPまで
応募／6月28日（金）16：00まで

熊本中央高等学校
中央区内坪井町 4-8

☎096-354-2333 担当：柴田

（学）加寿美学園

契 ブライダル会場 ①調理補助 ②洗い場 ③清掃

シーズンに向けて採用中
その他お気軽にご相談下さい!

㈱マリード
東区秋津新町1-34 アムールパワービル5F

☎096-331-3550

アパ

担当：米原（火曜日定休）

①②アンジュールハウス　北区龍田弓削953-1
②③マリーグレイス　中央区出水8-572-1

①9：00～20：00　  6h～　時給800円
②11：00～22：00　6h～　時給800円
③月・金10：00～15：00　　時給780円
　※5h内で休憩があります

●面談時詳細ご案内致します　●車通勤可

①介護職　②調理補助
体制強化の増員 見学に来られませんか！
①（正）介護福祉士 （準）初任者研修以上
※シフトについては応相談

教育体制の充実
キャリア設計を描ける環境
働き方は柔軟にお応えします

北区植木町滴水9-2

☎096-272-3300
担当：西山

平日9：00～17：00

【正社員】 給与／16万5000～20万6300円
　　　　（資格・処遇手当含む） 賞与有
【準社員】 給与／15万5000～16万円
　　　　（処遇手当含む） 賞与有
休日／シフトによるローテーション
【パート】 時給／800円～　休日／週3日～
時間／7：00～16：00、9：30～18：30
準夜13：00～22：00　深夜22：00～翌7：00
……………………………………………
②【パート】 資格不問　1年ごとの更新
時給／770～920円+処遇手当（10円/h）
時間／5：30～19：30で応相談
週3～5日程度のシフト制　休日／応相談
……………………………………………
待遇／有給、交通費、車通勤可、育休
　　　介護休　※試用期間3カ月（同条件）
　　　各種保険、昇給、各種手当、その他

かなんの杜
社会福祉法人 滄溟会
特別養護老人ホーム

正社員 パート

↑HPを
チェック！

①短期催事　②接客販売

●百貨店イベント 7/24（水）～7/30（火） 「沖縄展」
●アパレル ●ジュエリー ●婦人服 ●バッグなど

☎090-5749-7985 担当：大坪
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）

ナンキュウスタッフ
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時間／9：00～19：30　①9h内実働7.5h　②働き方に応ず
●交通費全額支給でしっかりサポート
●時給／① ② 1000円～1200円
…………………………………………………………………………

―― 学生や主婦さんに魅力の短期 ――
―― 自分磨きは好きな仕事で充実 ――

わくわく情報がいっぱいの登録会へお越しください
お友達同士、親子での参加も多数！！

催事は学生さんの夏バイトに
売場にはカジュアルブランドから高級ブランドまで…
40代、50代の人たちも多数

パート 紹介

医療研究施設内　洗浄・清掃
洗浄または清掃業務で各数名募集します
30代～70代まで幅広く経験問わず
力を貸していただいています
勤務／中央区本荘　月～金の平日のみ
時間／9：00～16：00　規定交通費あり
　　　①毎週勤務　②隔週勤務
※電話後履歴書郵送、後日面談
①社保完　①②賞与あり　時給850円～

この春、時給UPに「賞与あり」
消毒清掃したクリーンな施設で
安心して働ける職場です

九動株式会社
〒841-0075 鳥栖市立石町惣楽 883-1
☎0942-50-6755 担当：垣本

パート

受付・事務
休日：水・土の午後　日・祝

①9：00～17：00　②～12：00　③～15：00
勤務／①月火木金　②水　③土　経験者優遇
給与／基本給：14万5000円～　賞与有

水前寺大腸肛門科医院
中央区水前寺3-5-11（JR水前寺駅徒歩3分）

☎096-381-2241 担当：本多

正社員

7月採用 ①正看護師 ②歯科衛生士 ③事務

県下最大級の医療法人の
新しいチームメイトとして
活躍の場を広げてみませんか
①正看護師（正）　　時／8：30～翌9：00　※3シフト　休／4週8休
②歯科衛生士（契）　時／8：30～17：00　※午前型or午後型
　　　　　　　　　休／週休2日（日祝他）
③事務（契）　時／8：30～17：00（～12：30土曜）　休／週休2日（日祝他）

仕事もプライベートも充実させたい方

給与／①正社員：19万5100円～31万2700円
　　　②パート：時給1010円～　③パート：時給927円～

…………… 安心して働くことができる　院内保育あり ……………
●賞与3.95ヶ月　●育休・介護休・看護休　●交通費他

キャリア、経験も年齢問わず業務に取り組む
ジョブチャレンジを応援します

正 契

HPで詳しく
チェック!!←

中央区神水 1-14-41☎096-381-8743

年間休日119.5日 4週8休
子育て支援優良企業優秀賞受賞
急性期～在宅、透析まで経験ができます


