
2020年3月7日　土曜日　＜12＞

広告のお申し込み

+制作費550円

1枠あたり
（32.2×39.3mm）
8,000円（税込8800円）
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●次回掲載は3月21日号です
委 …委託業務 紹 …紹介

パ …パート ア …アルバイト

正 …正社員

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
契 …契約社員 派 …派遣社員

創業44周年 通信販売の電話応対

～今人気の働きやすい職場です！～

子育て中の
スタッフも
多数活躍中！

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

月～土17：30以降と日・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

● 服装自由、働く日数・時間が自分で選べます！
　 土日祝日休めます！　ほとんどの方が未経験者です
内容／お客様に「ありがとう」と感謝されるやりがいのあるお仕事
　　　電話応対の練習で簡単に覚えられます
時給／900円～1200円（扶養内勤務OK）
時間／3h～7.5h以内で自由に決められます（残業ありません）
休日／土・日・祝日、お休みも自由に決められます
　　　（年末年始、盆休など）
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
待遇／交通費支給（当社規定）、定期健康診断
　　　雇用・労災・健康保険・厚生年金（社保勤務時間による）

JR水前寺駅から徒歩5分！通勤に便利です！

パ

女子高生ブレザーの検品・検査
《汚れ、ほつれ、破れ》がないかを
手作業で仕分け、箱に納める《軽作業》
丁寧にこなせる方　手際の良い方

●月～金のうち1日3.5h～応相談
●知識は必要ありません
●土日、祝ほか休　●複数名大募集!
時間／8：30～17：00実働3.5h～　希望シフト可
時給／800～900円　交通費支給　扶養内多数在籍

10名の女性が丁寧に教えます
手順を覚え、慣れてしまえば
意外と「カンタン」

有限会社 イデア
北区清水新地4-7-11（城北校前バス停徒歩1分）

☎096-344-2258 担当：高見

パート

事務補助
簡単な清掃含む　60歳以上

急な休み希望にも対応します
時間／9：00～16：00（6h）  土・日・祝休
時給／850円　交通費あり

大江こども園
中央区大江2-1-18（KKTそば）

☎096-364-2090

パート

㈱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）

東区・西区・菊陽の売場
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 各売場パ調理補助
時給950円にUP　希望相談できます
時間/①9：00～13：30　②15：15～19：15
休み、扶養内、希望時間　お伝えください
時給/①900円　②950円　※通勤手当有

龍田病院
中央区黒髪 6-12-51（黒髪バス停徒歩4分）

☎096-343-5819 担当：下田

パート ①洗い場 ②調理補助
結婚式場　土日祝日のみ勤務歓迎
①12：00～22：00　内4h～
②9：00～20：00　内6h～
男女不問　主婦活躍中　時給／820円

アンジュールハウス
北区弓削 2-12-11

☎096-331-3550 （受付マリード）

アパ

レストラン庄屋　①ホール　②キッチン
「通いやすい4店舗」「まかない付き」
●ゆめタウンはません店
●ゆめタウンサンピアン店
●サンロードシティ店 ●十禅寺店
家庭や学校との両立も叶う
希望日数と時間帯を伝えてください
……………………………………………
時間／9：30～23：00内で4h～
　　　※店舗ごとに異なる
時給／900円～950円
　　　※22：00以降1125円～
……………………………………………
●扶養枠内　●無理な残業もありません
《 たくさんのうれしい特典！ 》
・日祝・年始+50円　・食事券
・食事付、制服貸与、交通費
●お母さんもパートを初めて新生活を
　スタートしませんか

10120-1818-34 
担当：西村

〒857-1162 
佐世保市卸本町 16-2 （本社）

アパ

詳細はＨＰ↓

20代30代40代50代と
女性が不安なく楽しく
働ける環境があります
時給/昼900円　夜1125円

出勤、午前の訪問、お昼休憩
午後訪問、記録申し送り…
キャリアアップの向上ができます
《気軽に体験》　見学で納得!!

全国80カ所に
訪問看護ステーションを展開

……………………………………………
給与／（正社員）27万9500円～
　　　（パート）時給3360円～
時間・休日／勤務地に応ず　夜勤なし

《 選べる勤務地　3エリア 》 
●合志　合志市幾久富上沖野 1656-459
●八代　八代郡氷川町宮原字下宮後 479
●天草　天草市小松原町 12-19-103
事前予約、希望をお伝え下さい
私服OK・履歴書不要です
お子さん同伴可もお気軽に!!

中央区十禅寺 1-3-1（世安ウエスト車2分）

☎096-278-7811
受付時間（平日9：00～18：00）HPをチェック!!→

セントケア九州㈱
総合福祉サービス

《看護》訪問看護師 合志・八代・天草パート正社員

在宅医療へ転職しませんか
現場へは徐々に慣れていきます
給与27万9500円
時給3360円

「リビング新聞」の配布管理事務
どんな仕事？ 内容について感じた
《疑問・質問》お応えいたします
お気軽にご連絡ください
フルタイム  ①月～金  ②扶養内
…女性中心の職場　現3名パートさん…
時間／9：30～17：30　実働7h
休日／土・日・祝ほか　有給あり
　　　※交通費実費支給
《収入例》 時給850円～　詳細面談時
①月～金　フルタイム　9：30～17：30　7h
　例）20日勤務　　月収11万9000円
②月～金　扶養内　　10：00～16：00　5h
　例）20日勤務　　月収8万5000円
●Word・Excel基本操作あり
　経験は問いません
●希望開始日もご相談できます
サクラマチクマモト　徒歩圏3分
辛島町電停　徒歩1分　通勤ラク
●服装自由　●勤務に応じて社保完 中央区新市街 7-20-2F

☎096-359-3611
月～金10：00～17：00

熊本支社
問合せ↓

条件は
ご相談可能です
職場環境は良好です
来社希望日お伝え下さい

パート

名簿発行電話案内
全国の高校・大学同窓会名簿発行

①9：00～13：30 ②～14：00 ③～15：00（30分休）
日祝隔土休　交通費・雇用保険　
時給／850円+出来高制 ノルマなし

㈱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

①受付事務　②病棟・外来 准看護師
①電話対応、カルテ準備などが主です　
②産婦人科系の経験は問いません
①簡単な業務からスタート!!　経験不問
時／9：00～19：00　日曜13：00迄　休／4週8日程度
給／15万5000円～+手当　（パ）時給900円～＋手当
②子育てが落ちついた方　復職歓迎!!
時／9：00～19：00　詳細面談　休／4週7～8日
給／20万8000円～　（パ）時給1100円～

スキルアップに応じて給与UP
病棟5床・看護師4名

新卒予定も歓迎　人間関係良好

聖アンナレディスクリニック
中央区帯山 4-2-82

☎090-2079-1410 担当：平井

正 パ

外来　准・看護師 《日勤・常勤》
●資格はあるが、実務経験がなくて不安…
●退職後も資格を活かしたい
●今年資格取得予定にて就活中…など
①8：30～17：30（平日4日）
②8：30～12：30（平日1日及び、土日いずれか1日）
給与／18万円～23万円　賞与2～3カ月
往診車（AT車）要運転
日・祝は交替で1～2回/月出勤、休日手当、振休有

実務経験多少は気にせずに
不安なく長く勤められます

本庄内科病院
東区新外3-9-1（新外交差点そば）
☎096-368-2811

正社員

事務と簡単な電話対応
時間／9:30～15:30（勤務時間相談可）
時給／850円～1000円 （土日祝休み）
車通勤OK（交通費補助有）
簡単なワード、エクエルの入力が出来る方

㈱生活情報ネット
合志市幾久富1758-110

（マックスバリュー永江団地店そば）

☎096-273-7107 担当：野田

パ

販売のお仕事  豊富な情報  長期も多数

やっぱりファッションやバッグ
アクセサリーなど憧れの
人気のブランド、ショップで働く
●婦人服●紳士服●雑貨●小物●靴など

☎080-5263-0324 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

いっしょに、働き方考えましょ
フォロー体制は万全です
店頭販売を中心に接客・品出し
時給1100円～ 勤務/中央区

安心のフォロー体制
希望条件にあった勤務先紹介
●7.5h　日給8700円～＋交通費全額支給いたします

◆20代で未経験で始めたブランドの販売員さん
洋服が好きで、この春から契約社員になります
長くできるかな、と思っていましたが
お客さまとの会話が楽しくて、今年勤務5年目です

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
やりがいを持って多数勤務されています
年代問わず、お気軽にお立ち寄りください

パ 派

ホール　Ⓐランチ　Ⓑディナー
●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／Ⓐランチ　10：30～15：00　時給900円
　　　Ⓑディナー　17：00～22：00　時給1000円
※無理なく短時間の希望が叶う　3～5h、週2日～
勤務曜日、時間は随時相談しながら働けます

子育て中、介護世代も多数在籍です
ご希望をお聞かせください

希望シフト柔軟に応えます
時給900円　時給1000円
バス・電車の通勤便利な街中

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

「残業ゼロ」　①看護師　②無資格介護士
●夜勤4回　●ブランク、経験の浅い方も可
①看護職　給与20万5100円～　
②介護士（資格なし）　給与19万3600円～
退職金・昇給・賞与・資格手当・通勤手当
夜勤手当1回　①7500円　②6500円

大型商業施設アンビー熊本や光の森に近接
働きやすい職場作りに力を入れています!!
■時間、休日、待遇は面談時　■見学も可

勤務時間／4週8休　シフト
②短期パート 1200円～ 時間相談可
リハビリに力を入れている老健

ひらせ記念リハビリ苑
合志市福原 3111（アンビー熊本車2分）
☎096-248-7100 担当：澤田

介護老人保健施設

正 パ

週1回「リビング新聞」を各家庭へ配布
≪ポスティング≫　春から始めよう!!
時間の有効活用で収入が得られるお仕事
マイペースで自宅周辺へ
毎週水～木曜の明るい時間帯に配布

☎096-359-3611 受付／月～金 10：00～17：00

熊本支社

リビング　配布　 検索

委

お電話で仕事の流れを説明します、お気軽にどうぞ!
●月の収入例　500部配布の場合…約2万円～3万円
　　　　　　　※折込チラシ部数により異なります
≪募集エリア≫ 熊本市内・合志市・菊陽町・益城など
■多くのご意見一例
　●ウォーキングしながらダイエットに成功
　●お子さんの塾の費用や趣味のおけいこに
　　余裕を持ち通えることが出来た
　●地域を知ることでご近所付合いが深くなった、など
効率的に、達成感で仕事歴長期の方が多数在籍
20代～60代と幅広く、シニアの方も大活躍　男女不問
①傷害事故治療補助　②誕生日プレゼント　③慶弔見舞金等

中央区新市街 7-20-2F（辛島町電停から徒歩1分）

「女性も男性も、ご夫婦でも」
 健康重視が長続きの秘訣

①理学療法士 ②訪問看護師 ③ヘルパー

●4月南区近見オープニング　　
《障がい児通所支援事業所シュシュ》
●本部合志市幾久富《小児在宅支援》
「初心者に丁寧に指導」 「プライベートも充実」
………一緒に子どもたちと仲間と成長していきませんか………
子どもとその家族が楽しく人生が歩んでいけるように支援 

《職員7割が子育て世代》　《経験豊かなスタッフ在籍》

給与／委細面談　詳細はHPでご確認いただけます
時間／8:30～18:00内 7.5h　休日／原則 土日祝
応募／電話連絡後　履歴書を郵送
勤務／●南区近見9丁目開設①　●合志市幾久富②③

正 パ

〒861-1112 合志市幾久富1123-5（合志市商工会となり）

☎096-227-9001

職種を超えて積極的に
情報を共有フラットな組織の風土
①ＷＥＢよりエントリー ②企業案内
③各部署見学 ④個別面談

←
ＷＥＢより
エントリー

←
こんな
職場です

工業用ミシンでの補正 《中央区・南区・菊陽》
バックヤードでのお仕事なので
接客・レジ業務はありません
勤務●スーツセレクト店内補正室
①New-S　②③ゆめタウン はません・光の森
時間／①11：00～17：00　②③10：30～17：00
時給／800円～+交通費（上限1万円まで）
週2、3日～　扶養範囲内OK　面接は現地にて
働き方でのご希望お聞きします

裾上げ、丈詰めなど
裁縫やお洋服が好きな方
65歳以上の補正経験者も応募可能

(有)リフォーム恵
福岡市東区香椎駅前 2-15-21-202
☎092-692-5905 
（平日10：00～16：00）

パート

①病院清掃 ②マンション管理人
●健康のため働くシニアも多数
●定年後の再就職も歓迎します
①江南病院　日常清掃　中央区渡鹿
時間／7：00～16：00　日数時間応相談
時給／850円  交通費他  ※モップ掛けが基本
②分譲マンション　中央区九品寺交差点そば
時間／①7：30～14：30　②8：30～15：30
時給／790円 　土日祝休み

男女不問　交通費あり　
働き方のご要望お聞きします
安心してスタートできます

㈱千代田 熊本営業所
菊池郡大津町室1011-1

☎090-8627-1744 担当：家入

パート 児童発達支援、放課後等デイサービス（指導員）
有資格者優遇（責任者候補含む）
障害者、児の施設、学校、児童施設等の経験者
保育士、教諭、准看護師、理学療法士
言語聴覚士、社会福祉士、精神保健福祉士など
給与／（パ）時給900円～2000円、賞与
　　　（正）17万5000円～24万円、賞与2回
時間／（パ）13：00～18：00の中で5h程度
　　　（正）9：30～18：30　週40hシフト制

男性、女性を問わず 子育て
介護しながら働けます！
まずは見学に！

さくら学院 南熊本・国府
子どもセンター 健軍
中央区南熊本 5-11-13

☎096-371-5052（南熊本）

正 パ①医療事務　②院内清掃
●受付、保険請求　前職経験により優遇
●院内、共用、トイレの主にモップ掛け
①月～金8：30～17：30　9：00～18：00
　土8：30～12：30　休／日祝+週1日
　給／14万～19万円　時給870～1000円
②正:7：30～16：30　給／13万5000円～　週休2日
　※週4～応相談　時給／790円～　休日応相談
各種保険、特別休暇、国内海外旅行、交通費

●年間休日108日 ●賞与3.2カ月
●育児休業取得 ●退職金制度あり
「ただいま、10万円支給中」

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

医療法人社団 原武会

正社員 パート


