
2019年8月3日　土曜日　＜10＞

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）
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●次回掲載は8月24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

TKUヒューマン
☎096-359-3412
FAX096-312-3153

担当：森本

f-tｗoエフ・ツー
☎090-7167-9774
FAX050-1351-3763

担当：藤本

自動車販売・メンテナンス　スタッフ
勤務／中央区本山4-3-7（本社）
　　　南区近見6-12-100（カーリンク熊本南）
給与／16万8000円～22万3000円
　　　※試用期間3カ月：時給900～1200円
資格／普通自動車免許、学歴不問
時間／8：30～17：30　休日／週休2日制
待遇／新人研修制度あり、昇給、賞与年2回
　　　各種保険、通勤手当、各種手当
　　　退職金制度、有給休暇、ほか

事業拡大につき３名募集！
リース車の点検・引取り・
納車などのお仕事です。

株式会社エムロード
中央区本山 4-3-7

☎096-352-8177
担当：大髙（おおたか）

正社員 ノルマなし！　自動車保険（営業）
勤務／中央区本山4-3-7（本社）
給与／16万8000円～22万3000円
　　　※試用期間3カ月：時給900～1200円
　　　経験、能力により優遇します
資格／高卒以上、普通自動車免許
時間／8：30～17：30　休日／週休2日制
待遇／新人研修制度あり、昇給、賞与年2回
　　　各種保険、通勤手当、各種手当
　　　退職金制度、有給休暇、ほか

事業拡大につき３名募集！
当社のお客様にもしもの
備えの提案をするお仕事です。

株式会社エムロード
中央区本山 4-3-7

☎096-352-8177
担当：大髙（おおたか）

正社員

調理
時給／800円～　常勤も募集中です
時／6：00～18：00の間で4～6h　応相談
　　シフト制 週休3日程度　車通勤可
応募／まずはお気軽にお電話下さい

ひかりヶ丘眼科・内科医院
合志市幾久富 1909-1379

☎096-348-6305 担当：塚本

パート

学研のデイサービスケアスタッフ・看護師
学研の認知症予防デイサービス
①デイサービスケアスタッフ（正・パ）
②デイサービス看護師（パ）
③サ高住 ケアスタッフ（正・パ）

東区西原 2-7-1

☎096-381-7161 担当：ツノダ

㈱学研ココファンにしばる

正 パ

時／①②8：30～17：30の間で
　　（正）実働8h　（パ）実働4h以上　応相談
　　③7：00～21：00の間で
　　（正）実働8h　（パ）短時間～OK　応相談
　　夜勤…17：00～翌9：00

給／①（正）19万2000円～　（パ）時給950円～
　　②（パ）時給1550円～
　　③（正）20万8000円～
　　　（パ）時給950円～（早朝・夜間+100円）
　　夜勤1回あたり…1万7775円

休／（正）シフト制　週休2日
　　（パ）週1日～OK　週5日も可
資格／①③介護福祉士、介護初任者研修
　　　（HP2級）以上　　②准、正看護師

◆ 主婦の方も活躍中 ◆
事前見学随時受付中！

まずは気軽にお電話下さい

記帳指導職員 募集
給／当会規定　休／土日祝、年末年始
資格／簿記3級以上
待遇／賞与、社保ほか
応募／履歴書持参又は郵送(8/8迄必着)

熊本市城南商工会
南区城南町宮地 1080-1

☎0964-28-2317 担当：冨永・金子

正

利用者様増加につき募集！ 看護・介護
【勤務地】 ホスピタルメント
①桜十字　②さくら西館　③さくら東館
《看護職》 資格／看護師または准看護師　◎ブランクある方もOK
正社員：給与／22万円～23万5000円
　　　  時間／8：00～17：00、8：30～17：30、11：00～20：00
　　　　　　  ※夜勤17：15～翌8：45（休憩135分）　月4～6回
パート：時給／1000円　時間／8：00～20：00の間で応相談
　　　 ◎夜勤ができない場合も勤務可能

《介護職》 資格／①不問　②③初任者研修以上
　　　　　　　 ◎無資格・未経験者歓迎　◎資格取得もサポートします
正社員：給与／18万5000円～23万6000円
　　　  時間／6：00～22：00の間で実働8h　シフト制
　　　　　　  ※夜勤17：15～翌8：45（休憩135分）
パート：時給／850円～950円　※6：00～9：00は950円
　　　 時間／6：00～9：00、19：00～22：00　他の時間帯は応相談
……………………………………………………………………………
休日／4週8～9休　シフト制
（パ）雇用・労災保険　（正）昇給、賞与年3回、各種保険、各種手当、退職金

南区御幸木部 1-1-1（御幸小学校近く）

☎096-378-1533（人事部）

ホスピタルメント

☎096-378-1111（代表）

正 パ

見学のみも大歓迎！
未経験・扶養内勤務等、まずはご相談下さい！

●男女独身寮あり  ●無料駐車場完備
●社員食堂（バイキング形式）
●保育園あり（病児保育可）
●社員旅行（2015年度 シンガポール）

↑
詳しくはHPへ！

介護付有料老人ホーム

夜勤専従　介護職
● 月5回程度の勤務
● 生活全般～就寝、夜間
　 起床～食事介助など
現職を続けながら収入を増やしたい!
という方にもおすすめ
時間／16：30～翌10：30　休憩2h
給与／1回当たり1万7000円～
　　　深夜、夜勤手当4500円含む
資格／介護福祉士

《夜勤》① セントケアショートステイ合志
　　　　 合志市幾久富1656-34
　　　②セントケア熊本おぜき　小規模多機能
　　　　 東区新南部1-2-12

…………  宿泊人数1～10名  …………
宿泊者数が少ないため夜勤帯が働きやすい
月の3分の2はお休みが欲しい
夜型なので昼間はゆっくりしたい
●電話時、希望エリアをお伝えください

パート

中央区十禅寺 1-3-1（世安ウエスト車2分）

☎096-278-7811 担当：松井

セントケア九州㈱
総合福祉サービス

HPで詳しく
チェック!!←

①杉並台中央公園そば
②豊肥本線東海学園前より車2分
週1日～。正社員も目指せます

デイサービス　キッチン
30名程昼食、おやつを2名でクッキング
決められた献立なので簡単調理
●資格経験年齢不問　●週3～5日　●日曜休み
勤務／セントケア熊本せいらデイサービス
東区下江津8-10-14　セイラタウン南バス停徒歩2分
時間／9：00～15：00　9：00～12：30　※応相談
時給／835円　通勤手当・各種保険など
育児休暇取得実績・病児病後児保育補助あり

セントケア九州㈱
中央区十禅寺 1-3-1（世安ウエスト車2分）
☎096-278-7811 担当：松井

総合福祉サービス

パート

●常勤とパートどちらも歓迎
●平日時短勤務をお探しの方
経験が浅い方もご安心下さい

①生活支援　②ルート送迎
時給940円～1200円　別途夜勤手当
＜新規＞ 障がい者グループホーム
①《日勤・夜勤》　施設内生活サポート
●定員80名　※時間日数応相談
　9：00～18：00　※朝夕の3h
　21：30～翌9：30　※夜勤型
②《中抜け可》　車両管理、車清掃
●※ワンBOX車 10人程度 朝・夕
　7：30～10：30+15：00～18：00　※6h

未経験の方も男女共に活躍中
施設見学　新規採用
オープニング！！

チャレンジめいとくの里

☎096-215-9101

社会福祉法人 明徳会

パート

北区明徳町707-1
（3号線交通機動隊入口より800m）

「個別就職相談会」 《看護師》 《助産師》
参加無料 相談ブースのため予約優先
専任コーディネーターがご案内
理想のワークスタイルに近づくチャンス!!

①予約→ ②相談→ ③安心して登録
日時／8/24（土） 11：00～16：00
場所／ナースパワー熊本事務所 ※P有

中央区神水1-25-7 パワービル4階
☎096-382-2276

時間／1日4h～、フルタイム、週2～5日など
休日／曜日相談可
待遇／社保完備、交通費支給、ほか
給与／年収：300万円～450万円
　　　月給：20万円～40万円
　　　時給：1200円～1600円
……………………………………………
病院、クリニック、健診、添乗、医療関連
資格を生かした働き方をアドバイス
●就職先に関する情報
●求人情報の詳細閲覧
●条件が合えば働きたいなどの相談

正 派契

ナースパワー 熊本　 検索

←事前予約はコチラ
　友人とご参加歓迎
  ↓

厚生労働大臣許可 43-ユ-010011　般43-300006

百貨店 ①接客販売 ②短期催事

　時給／1100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

………………＜9/4（水）～9/10（火）　味百選会場＞………………
　時給／1000円～1200円　時間／9：00～19：30　応相談
　土日だけも働けます　交通費全額支給　学生バイトも多数！！

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

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

（般） 43-010089
☎096-355-5482 （平日）
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パ 紹

ナンキュウスタッフ

週 1回の「リビング新聞」 配布
「健康のために体を動かしたいけれど…」
運動のキッカケが欲しい方

リビング新聞を配布しませんか？

中央区新市街 7-20-2F
（辛島町電停前徒歩1分）

☎096-359-3611 
受付／月～金 10：00～17：00

委託業務

熊本支社

【 募集エリア 】 熊本市内
合志市・菊陽町・益城など

お住まい近くの慣れたエリアで
2～4h程度のお散歩ダイエット!!
「お散歩しながら健康づくり」

月収／500部の場合…約2万円
　　　（部数、チラシ数等により異なる）
　　　《 月収実績：6000円～8万円 》
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
　　　まずはご応募ください
……………………………………………
●リビング新聞を配ってお小遣いをゲット！
　家計にやさしい健康づくり♪
●早朝、習い事のお迎えついでのスキマ時間に

リビングプロシード　 検索

電話案内業務
全国の高校・大学同窓会名簿作成委託
日祝隔土休　交通費・雇保・ノルマなし
同窓生へ名簿発行案内　時給840～900円
①9：00～13：30　②～14：00　③～15：00 （30分休）

㈱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

設計士
木造建築　見積もり及び現場管理
時／9：00～18：00　休／自己都合取得可
詳細は面談時にお伺いいたします
給／40万円～　各種保険、賞与、他手当

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

正社員 小規模多機能の介護職
勤務は東区下南部か下江津
未経験の方でも丁寧に指導
資格取得　全面バックアップ

東区下南部2-15-11（市営下南部団地そば）
☎096-388-2721（採用担当）

パート

ふきのとう

正社員
デイサービスで働くメリット
●夜勤なし　●土日休み
●資格とりたて、自信をつけたい、など
《パート》　平日週1～5日の希望日
時間／8：30～17：30　4～8ｈ　
時給／介護関連資格者820円　無資格790円
《正社員》　ヘルパー2級（初任者）資格
時間／8：30～17：30　給与／17万円

水前寺駅徒歩3分　①受付事務　②調理
経験がない方でも大丈夫です
（正）賞与3.5ヶ月　通勤手当　各種保険
①正社員 受付事務　15万円　※経験資格のある方尚可
　笑顔と気配りのできる方　ブランク可
②パート 調理　時給1000円　※経験問わず
　3名体制28名程7h勤務でお願いします
①月火木金9：00～17：00　水～12：00　土～15：00
②火金のみ10：00～18：00

①休み 水・土午後　日祝他
丁寧にわかりやすくサポート
時給1000円 有効的に働こう

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

医療法人社団

正 パ 水前寺駅徒歩3分　①受付事務　②調理
経験がない方でも大丈夫です
（正）賞与3.5ヶ月　通勤手当　各種保険
①正社員 受付事務　15万円　※経験資格のある方尚可
　笑顔と気配りのできる方　ブランク可
②パート 調理　時給1000円　※経験問わず
　3名体制  28名程  7h勤務でお願いします
①月火木金9：00～17：00　水～12：00　土～15：00
②火金のみ10：00～18：00

①休み 水・土午後　日祝他
丁寧にわかりやすくサポート
②時給1000円 有効的に働こう

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

医療法人社団

正 パ

㈱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）

中央区三年坂・人吉イオン錦　各売場
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

ランチタイム　ホール
●年齢や経験にかかわらず採用中
●丁寧な安心サポートあり
時間／10：30～15：00内3～5h程度
　　　※無理なく短時間の希望が叶う
勤務曜日、時間は面談時お伺い致します
子育て中、介護世代も多数在籍
随時相談しながら働けます
時給／900円　※週1日～

希望シフト柔軟に応えます
バス・電車の通勤便利な街中
中央区安政町　三年坂通り

峰寿司 三年坂通り支店
中央区安政町5-4  CARINO5  1F・B1
☎096-324-4500

受付／11：30～22：00　担当：ミチニシ

アルバイトパート

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

和食店　①ホール　②キッチン
● 日祝・年始・お盆手当（50円/h）●
　 サンピアン店　夜9時閉
　 深夜勤務はありません
＜昼＞9：30～または10：00～
＜夜＞17：00～または18：00～
■ 週2日～、1日3～6h　まかない有
■ お休み等はシフト内でも対応
履歴書不要・制服貸与・交通費支給

平日時給：880円～930円
日祝時給：930円～980円
勤務：ゆめタウンサンピアン店

レストラン庄屋
〒857-1162 佐世保市卸本町 16-2 （本社）
0120-1818-34 担当：西村

パート

maruru ● 介護職 ● WEB更新中
自分にあったエリアや
雇用・施設などこだわり条件
お聞きします!!
希望時給叶えます

中央区桜町 1-20-14F

10120-288-390
担当：野上

求人番号：MR005625

1 就業するまでサポート
2 お悩みしっかりサポート
3 保有する資格からサポート
………… 就職が有利な情報 ……………
時間／希望時間に応ず
休日／週休2日・3日、土日休など
時給／初任者研修：時給1050円～
　　　実務者研修：時給1100円～
　　　介護福祉士：時給1200円～
勤務地／中央区・東区・南区・北区
　　　　合志市、宇土市、その他エリア多数

労働者派遣事業許可番号　派43-010084
有料職業紹介事業許可番号　43-ユ-300015

ご登録いただいた方には
非公開のご紹介も可能
まずは相談してみて！！

介護・看護・保育派遣のマルル
SOGO‐PLANT

↑HPを
チェック！

派 パ

短期事務スタッフ1600名大募集
①データ入力（時短） ②データ入力 
③書類運搬 ④書類点検 ⑤電話照会
《期間》10月中旬～　①1カ月程度　②③④⑤最長1.5カ月
勤務地／Ⓐ熊本駅前センター（西区春日1-12-10）
　　　　Ⓑ九州BPOセンター（中央区大江3-1-66）
※職種によりご希望の勤務地に沿えない場合があります

時給／①900円　②1000円　③950円　④1000～1100円　⑤1300円
　　　（研修時給770円　2～6日間程度）
時間／①10：00～14：00　②③④⑤9：00～18：00
待遇／自転車・バイク通勤OK
資格／年齢・経験不問
すべての班において繁忙に伴い残業・休日出勤の可能性あり

契

←二次元バーコードからも
　受付中

【8月内定者特典】 契約最終日まで
働いた方にボーナス3000円支給
お早目のご応募お待ちしています！

中央区大江 3-1-6610120-773-505
日本郵政スタッフ　 検索


