2020年6月27日

土曜日

＜14＞

お得なエアコン洗浄、販売・リースほか、ウイルス対策品も豊富な取り揃え。「熊本の皆さまを応援します！」

エアコン洗浄で、
梅雨も快適な室内に。
マスク・除菌剤など各種販売
住まいの空調・電気設備工事パートナー （株）
サンテクノ

☎096-285-4147 担当：奥野

アルバイト

8月までの短期

安全運転で送迎を行っていただける方
《休職中・退職後も歓迎》
資格：大型自動車免許 15人乗ワゴン車運転
中・大型免許保持者は時給1000円

将来、
指導員を目指す方歓迎
休日／日・祝ほか学校指定日
年齢経験問わず 更新あり

時間／週4日～選択 就業時間による
①9：00～17：00(18：30) ②12：00～20：00

菊陽自動車学校

時給／1000円 中型・大型免許保持者
時給／900円 普通免許保持者

契 〈Web面接も可能〉大手メーカーの受注事務

菊陽町原水1430（さんさん公園そば）

☎096-232-2301

正社員

コンビニやスーパーから届く生活に身近な商品
のデータ入力及びチェックのお仕事です！！
オフィスワークデビューにもおすすめ♪
Web面接実施中！〈自宅からの面接OK〉
●丁寧な研修があるので、事務未経験もOK！
！
勤務地／熊本桜町バスターミナルより徒歩1分
「サクラマチクマモト」のすぐ近くです！

教習生の送迎員

時間／8：00～17：30（休憩90分）残業無
休日／日曜他(月8日以上)：年間101日

◆駅チカの職場◆

※Bio-Cide International,Inc調べ

調理員

ワード・エクセル等使える方
事務職未経験の方も歓迎致します
各種保険制度完備 退職金制度有

パート

①南区 ●月～金クレアより車10分
時給1000円 実働5.5～7.5h
時間／14:00～22:00 or 16:00～22:00
休日／土・日ほか 《各40食程度》
②東区小学校 ●月～金8hフルタイム
時給850円～ 経験優遇いたします
時間／8:30～17:00 長期休暇もあります
①②●交通費、社保 ●男女年齢経験不問

資格者：初任者、実務者、介護福祉士
《 パート 》4～8h・週1～5日
時間／8：30～17：30 ※短時間も可
時給／830円～900円
身体介護・レクレーションなど

☎096-359-3412
FAX096-312-3153

②学校給食

「調理」
「提供」
「食器洗浄」
あなたの力を活かせる職場
Wワークも転職もご相談ください

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
☎080-7009-3931 担当：三原

分譲マンション管理員 中高年歓迎 即日勤務

勤務地／中央区出水 休み／土・日・祝日 年間123日
主に共用部分の清掃 経験問わず丁寧に教えます
時間／8：30～17：30 実働8h
給与／日給月給制 12万9560円
待遇／交通費支給（月1万円まで）、制服貸与、労災保険、社保完
《 掃き掃除、拭き掃除、
モップ掛け、
ごみ処理、来訪受付、業務日誌など 》
からだを動かし健康な生活を送りたい方 快適で安全な暮らしの支えのお手伝い
●60代中高年～シニア層の方の再就職先 ●育児・介護・看護の休業取得も可能
●専門知識、PC操作、経験は特に必要ありません
《パート時給》790円 週40h×4.1週

詳細面談時

■お気軽にご応募ください みんなが活躍できる職場です
■分譲マンションの維持管理業

〈郵送・問合せ先〉 ㈱穴吹コミュニティ 熊本支店 〒860-0801
熊本県熊本市中央区安政町4-19 TM10ビル1F

☎096-278-7680 担当：吉村・桐原
正社員 パート

介護士

子育て世代も 介護世代も 働きやすい環境です
職場には学童保育スペースあり
①送迎あり
②夜勤ができれば尚可
給与／正15万円～17万5000円 手当込
時給／880円～ 昇給あり
日勤8：30～17：30
夜勤16：30～翌8：30 夜勤手当6500円/1回

①デイケア ②病棟
●年間休日108日 ●週休2日
●育児休業取得 ●退職金制度あり
「ただいま、
10万円支給中」
医療法人社団 原武会

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

《待遇》賞与、交通費、各種保険、皆勤手当

車通勤ＯＫ
【無料駐車場有】
制服有 年間休日101日
女性スタッフ活躍中！
！

株式会社

永野商店

北区四方寄町 1444
（国道3号線沿い フジバンビ隣り）

☎096-245-5318

資格者限定の介護職

ライフスタイルに合わせて融通します
●夜勤なし ●休みは働き方に応ず
●資格とりたて、
自信をつけたい

TKUヒューマン 担当：森本

①企業内社員食堂

安定企業の一般事務 【北区四方寄町】

月給／16万円＋交通費（一律5000円）
※試用期間3カ月程度 簡単なPC入力
書類・伝票整理など一般的な事務作業

◆選べる時間帯◆
時間／①8：00～14：00（4～5h勤務） ②8：30～17：15
③8：45～17：30 ④9：00～17：45
給与／①時給800円+交通費 ②～④時給950円+交通費
トランスコスモス（株）
資格／PC基本操作が可能な方 休日／①土日祝日 ②～④週休2日制
BPOセンター熊本
待遇／社会保険完備、有給休暇、交通費規定支給（2万円迄/月）
中央区辛島町 3-20 NBF熊本ビル2F
ＨＰ↓
定期健康診断あり、時間外手当あり、正社員登用（規定）
☎096-311-1182 採用担当
産休育休制度、研修あり
（①同条件 ②－50円（2カ月）
）
受付／平日9：30～17：30
車通勤はご相談ください（未就学のお子様の送迎が必要な方のみ）
トランスコスモス ワークイット
検索
応募／＜係名＞20801LVK0627熊本

詳しい使い方は
こちらのQR
からチェック

担当：藤本

☎096-368-2811

60歳以上でも経験あれば歓迎です

マスクやオゾン発生器︑除菌剤を販売

中央区保田窪 2-12-23

本庄内科病院
東区新外3-9-1（新外交差点そば）

購入時は︑電話で予約を！

洋服の
青山

●年間休日115日 ●2交替のシフト
ⓐ8：30～17：30 ⓑ7：00～16：00
Ⓒ11：30～20：30

クのほか︑オゾン発生器

●

資格・経験不問・週休2日 看護助手
ⓐ8：30～17：30 ⓑ10:00～19：00
給与/16万円～ 日数は応相談

も予約販売中︒ウイルス

アップル熊本 ●
帯山店

トヨタ

②看護助手

快適な室内環境を追求

●
鶴田病院 ●
ロイヤルホスト ●
産業道路
AOKI ●

至日赤

時間／10：00～18：00 残業少
（パートは、内6h）
休日／週休2日
（毎週水曜+他1日）
給与／（正）
月給17万円～
（パ）時給900円～
交通費、賞与、その他手当規定支給
待遇／社会保険完備、昇給有
マイカー通勤可（無料駐車場）
制服貸与
資格／普通自動車免許（AT可）

①日勤で遅出ができる看護師

ケアミックス病院
働き方は「病棟」
または「介護施設」
あなたの希望をお聞きします
正看護師：22万円～ 准看護師：17万円～

東バイパス

車の事が詳しくわからなくても
入社後に丁寧な研修があるので安心
先ずは、お気軽にお電話ください！

☎096-343-3023 担当：森本・小西

分解作用を持つオゾンの

●研修があるので知識は不要●
会話することが好きな方歓迎
20～30代 活躍中！
長く安心して勤務できます♪

正社員

中央区黒髪 3-7-29

医療機関や行政でも採用、
抗菌作用が最大10時間持続

FAX050-1351-3763

契約

する﹁サンテクノ﹂︒﹁今

車買取専門店のフロント接客業務 経験不問

熊本電気鉄道株式会社

力で︑除菌・消臭効果が

☎090-8627-1744 担当：家入

営業所や仲間が優しくサポートします
未経験でも不安なく教習できます

（高藤式安定化二酸化塩素）

☎090-7167-9774

契約社員

年は︑ウイルス対策で熊

菊池郡大津町室1011-1

期待できます︒コンパク

株式会社 千代田

本の皆さまに貢献いたし

「大型免許取得費全額当社負担」
「支度金あり」
給与／17万～35万円 賞与、昇給、各種保険
試用期間時給1000円 ●実働7.5hシフト制

「地域を支える仲間」男女不問
●勤務● 合志市辻久保営業所
「ぜひ一緒にはたらきましょう」

トサイズから強力タイプ

異業種からの転職者多数!!
普通免許保持で応募可能です
●週休2日制 ●年間休日104日

ま す！﹂︒ 日 本 製・ ウ イ

正 パ

若い方からシニアまで
男女不問 直行・直帰
通勤ラク Wワークも可

公共性の高いしごと 路線バス運転士

最新の除菌剤です︒希釈

《月収例》10万2000円
月15日勤務 週3日の1日8h

正社員

☎096-345-8211

エフ・ツー

して使うので経済的︑こ

『1日/4.5h～8hで無理なく働ける』
時間／7：00～16：00 日数・時間応相談
時給／850円 交通費別途支給

☎096-389-1122 担当：佐藤

除菌・消臭率 99.9％ ※

「エアーガード」※
3500円（250ml・税込）

れからの時期に要注意な

●江南病院 日常清掃 中央区渡鹿
病室、廊下、
トイレ、
モップ掛け
休み・日数はご希望に添えます

中央区黒髪 6-27-1（熊本大学より車2分）

強力な抗菌作用
﹁エアーガード﹂

病院内での日常清掃 バス停0分

東区石原 1-11-24

大腸菌Ｏ︲１５７などの

パート

☎096-237-1551

砥上（とがみ）内科胃腸科医院

さらに︑国内外の公的

☎096-345-5015

熊本綜合管理（株）

殺菌にも有効性が認めら

上益城郡嘉島町北甘木2085（クレアより車5分）

前年実績賞与年3回 昇給あり
時間/月火水金 9：00～18：00
時間/木・土
9：00～13：00
日・祝他休 交通費 各種保険 車通勤可
ブランク、
子育て中歓迎 給与/20万円～

れています︒

北区鶴羽田 3-14-23（ユウベルホテルそば）

准看護士

機関で安全性が認められ

西村病院

時間/①8:30～16:30 ②17:00～21:00
時給/①850円～+別途手当1万5000円
②900円～ 勤務/日赤病院内
休日/①土または日
（シフト）②土日祝
各種保険完備、制服貸与 出張面接可

外来

ている除菌剤﹁エアーガ

下田内科クリニック

正社員

広 告の
お申込み

50食程度 療養型病院 未経験歓迎
《年齢や資格がなくても大丈夫》
時間／6：00～19：00 交替制
年間休日105日 手当や賞与あり
給与／13万7000円 パート時給800円

清掃スタッフ急募

数に限りあり︑電話予

クリニック併設 フルタイム日数応相談
時間／8：30～17：00 実働7.5h
休み／希望休
資格／HP2級以上
扶養内で働きたい方 サポート充実
時給／950円～1000円 2名採用

正 パ

紹 …紹介

約販売限定なので︑早め

調理全般

次回掲載は
7月4日号です

ード﹂も緊急発売︒ノン

正社員 パート

10

に問い合わせを︒

小規模デイケア 介護職

※すべて電話のみでの予約販売、配送応
相談、法人は別途対応、価格は税込

時間持続する

パ

②三層構造マスク 2860円（50枚）

アルコールで無臭︑抗菌

派 …派遣社員

ア …アルバイト

6600円（50枚）

・本物のウイルスを使用した試験で
99.9999％のカット率を証明（日本製品）
北里研究所 北里大学北里研究所メディカルセン
ター病院 研究部門 医療環境科学センター調べ

生管理も徹底した上で作

パ …パート

お得なエアコン販売キ

契 …契約社員

業してくれます︒

正 …正社員

ャンペーンも実施中︒割

詳細はＨＰへ

熊本市東区下南部1-3-130、受付/9:00 〜 17:00、日祝休
官公庁指定業者 特定建設業 熊本県知事許可（電気・管工事業）第16404号

引が難しいと言われる業

エアコン修理・洗浄ＯＫ！
見積もり無料
「メーカーと
型番、年式
をスタッフに
お伝え下さい」

・サービス技能士（調査・診断・修理）・第１種電気工事士
国家資格
・第２種電気工事士
・一級管工事管理技士
多数取得
・一級電気工事管理技士 ・フロンガス回収・取扱技士

務用も割引対象です︒取

「安全・安心を届けます」

株式会社

付︑保守も任せられるの

気軽に相談してみて︒

（株）
10120・25・3016

①モースプロテクションマスク

力は４〜

「ダイキン」「日立」特約・ストール取扱店

いない人はクリーニング

（部屋の広さは目安）

資格を持ったプロが︑内

・８畳

部の部品まで分解して洗

・６畳

浄︒マスク着用・手洗い・ も 空 調 専 門 店 な ら で は︒

アルコール消毒などの衛

8万1400 円 ※標準工事費込
（配管４ｍまで）
9 万2400円 ※リサイクル料が
・10畳 10万2300円 別途かかります

※洗浄後30日以内の不具合は無償対応可（部品劣化・摩耗は
依頼者負担）
、部品洗浄のため浴室利用、訪問先に駐車場がな
い場合駐車代が別途必要 ※前日・当日のキャンセル不可、洗
浄作業は日祝OK、予約日程の変更は応相談、地域によっては
出張料が別途発生する場合や対応ができない場合もあります

明るい未来と幸せを届ける

家庭用タイプ（税込）

●ダイキン製 新冷媒R32採用 Eシリーズ2019年
モデル

のタイミングですよ︒夏

エアコン販売

※スタッフはマスク着用、手洗い、アルコール除菌
を徹底しています

要注意です︒イヤなニオ

●電話での予約・問合せ時にメーカー名と型番・
年式が必要です。受付案内がスムーズになるの
で、あらかじめ調べておくのがおすすめ

イや効きの悪さは家庭で

→

※セット価格（本体+室外機+リモコン+パネル）、取付・
工事費別途・見積もり必要、リモコンはワイヤードタイプ

の大稼働シーズンに向け

34万5180円

※空気清浄機能付＋1000円、室外機＋ 2000 円〜

の掃除が難しい内部に溜

メーカー価格115万600円

て今のうちに洗浄を！

・業務用エアコン …………1万 5000 円〜

まったホコリやカビが原

・お掃除機能付エアコン ……２万 1000 円〜

因︒１年以上掃除をして ﹁サンテクノ﹂では︑国家

●ダイキン製エコ・ラウンドフローセンシングタイプ
標準シリーズ P80形
（３馬力相当）

まで︑種類も豊富です︒

エアコン販売 業務用タイプ（税込）

…7500 円

各種マスク予約限定販売
電話のみで受付

ルス対策型マスク︑リー

（通常 1 万 2000 円）

検索←

熊本

ズナブルな三層構造マス

・10 畳まで

エアコン販売・
洗浄もお任せ！

【200 世帯限定】

湿気が多い梅雨時期は

特にエアコンの状態にも

エアコンクリーニング
キャンペーン（税込）

サンテクノ

今は情報収集したいなども
きっかけが見つかります
お気軽にご相談ください
小規模多機能ホーム

ふきのとう

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

ゴルフ場清掃スタッフ

週3日～OK！ 経験者優遇！
！
職種／清掃業務 時給／830円
時／①8：00～12：00 ②13：00～17：00
③8：00～17：00のいずれか
※②③の就業時間は予約次第で前後あり

熊本空港カントリークラブ
菊池郡菊陽町曲手 838

☎096-232-0123 担当：今村
紹 派

介護・看護スタッフ

勤務/菊池市 交通費支給・車通勤可
時給/1000～1200円 時間・休日応相談
時間/8：30～17：30 シフト制 年齢不問
新しい職場で働きやすい環境です

キャリア・サポート（株）
菊池郡菊陽町光の森 7-14-2 労働者派遣事業
（派43-300243）有料職業紹介事業（43-ユ-300177）

☎096-233-3010

