
2022年6月11日　土曜日　＜10＞

①徳富記念園 ②夏目漱石内坪井旧居
※7月に復興する文化財の清掃業務
時間/①9:00～11:30　②9:00～11:00
勤務日/週6日（原則月曜日休み）
時給/950円　※交通費別途支給

熊本ビルサービス（株）
中央区出水6-22-15

☎096-378-8190 担当：光永

清掃スタッフ ①②各1名パ

各種保険完備、制服貸与、交通費支給
時給/（正）942円～　（パ）850円～
時間/8:30～16:30　休日/土または日
勤務地/熊本赤十字病院内
未経験歓迎 女性が活躍中の職場です

熊本綜合管理（株）
東区石原 1-11-24

☎096-389-1122 担当：佐藤

清掃スタッフ急募パ正

自宅でお手軽副業‼ 1日4hスキマに‼
給与出来高制　《シール貼・封繊・袋入》
ご自宅～当社間を持ち運びできる方
倉庫内軽作業もあり お気軽に電話を!!
お仕事についてはご相談ください

アクセラ株式会社
北区麻生田 3-16-65（麻生田郵便局そば）

☎096-277-5920

在宅内職 箱組立・封入など委

勤務地/中央区本荘（産業道路沿い）
休日/土日祝日 時給/1150円+交通費
時間/10:30～16:30（休憩60分）
期間/即日～令和5年3月末
業務内容はその都度説明します！

株式会社 TKUヒューマン
北区徳王 1-6-52 TKUぷらざ2F （派43-010034）

☎096-359-3412 担当：イワタ

研究棟で作業補助・事務派

《 朝の時間帯急募！ 》 時給1000円
資格・年齢・経験不問 WワークOK

【内容】 店内の清掃作業
●ベルエアMAX 南高江店
　南区南高江 1-2-1
①時間/7:00～9:00　 時給/1000円
●ベルエアMAX 熊本北部店
　北区四方寄町 1666-1
②時間/7:00～9:00　　時給/1000円
③時間/10:00～16:00　時給/825円
未経験者大歓迎！
50～60代の方も元気に働いています
…………………………………………
休日/店休日、シフト制
待遇/交通費支給・車通勤OK、制服貸与
面接は現地にて行います
お気軽にお電話下さい

遊技場での清掃作業スタッフ

研修制度あり 未経験でも
安心してご応募下さい

女性が活躍中の職場です

☎0948-22-1718 人事課
福岡県飯塚市花瀬 32-1

㈱トキワビル商会

パート

①生鮮売場（青果・鮮魚・精肉）
　8:00～12:00　実働4h　時給900円
②食品レジ　　　 時給900円
　9:30～20:00内で4～5h
③商品管理業務　時給825円
　9:00～16:00　実働6h（休憩1h）
④文具売場　　　時給850円
　17:30～　実働4h

南区田井島1-2-1
☎096-334-1625 担当：駒井・永石

生鮮・文具売場、レジスタッフ、商品管理等パ

未経験OK｠交通費支給｠シフト制｠車・バイクOK｠
主婦・主夫歓迎 お仕事のブランクがある方も
大歓迎♪あなたに合った働き方を応援します！

㈱イズミ
ゆめタウンはません

ア

❸太麺専門店 太一商店 浜線店　◆浜線BP沿い
❹味噌ラーメン専門店 味噌乃家 十禅寺店　◆国道3号沿
初パート・初バイトも・Wワークもランチのみ、ディナーのみ
全店 時給980円～ MAX時給1125円  うれしい手当もあり
…… 希望の働き方に寄り添い　随時相談しながら決められます ……
●授業のない日、土日、ときどき深夜　『学生さん』
●家事・育児・介護と家庭の事情と両立　『主婦さん』
●Wワークしながら収入を得たい　『社会人』
●社会とのつながりのため　『中高年』
●健康のために働きたい　『シニア』
4店舗　全時間帯、曜日で夏の新メンバー　大・大・大募集
←❶❷❸❹採用情報は左記とQRで確認できます

エリアで選ぶ ラーメン店　南区 ❸田迎　❹十禅寺

十禅寺店浜線BP店・小山店 菊陽店

アパ
●時給と手当 ●店内の雰囲気
●融通が利く ●通勤しやすい
●食事つき　 ●人間関係良好

働くメリット
いっぱい

誰もが働きやすい環境で
活躍できます

初心者でも
あれ？
意外とできるかも？！

❶太麺専門店　太一商店　小山店
　◆第一空港線マックスバリュそば 　
❷濃厚豚骨醤油　馬力屋 菊陽店　◆菊陽BPそば
4店舗 【仕込み・清掃】 【接客・ホール】 【調理補助】
●週1～　●1日1h～　日常の合間から　都合に合わせ始められます…

【仕込み】実働1h　9:00～10:00　　【清掃】実働1h　22:00～23:00
【接客・ホール】 【調理補助】　9:00～23:00　応相談　扶養内可

社保完、車通勤可、深夜手当、報奨制度など　◎特典◎ 食事つき、家族割引

全店、幅広い世代が活躍中です～　右記でチェック♪→
学生・社会人・子育て中・中高年・シニア
どなたでも大歓迎です

☎097-558-0113 受付/月～金 9:30～17:00

エリアで選ぶ ラーメン店　❶東区・小山 ❷菊陽町・原水

大分県大分市日吉町 4-3（本社）

アパ

履
歴
書
不
要
!!

★しっかりとした収入で
　安定したい方
★土日祝勤務 ★深夜勤務 など

月に5000円収入UP!!（規定あり）

時給880円
研修時830円

社会人
・学生

高校生時給980円～
深夜1225円
研修時880円

マニュアル化された店内と安心の研修付
❶注文取り→❷提供→❸レジ→❹片付け
時間/10:00～18:00内で相談できます
昇給、食事補助、社保、制服貸与、交通費、有給

『面倒見のよいスタッフが教えてくれます』
平日◎　土日◎　短時間◎　フルタイムなど◎
家事、学業の合間に!!　柔軟なフリーターも!!
経験年齢不問 自分らしい働き方でスタート

中央区新市街 9-5
☎096-319-5201 担当：西田

カレー好きなら　やっぱりココイチでしょ!!　「店内」パ

●新市街店　●上通店　●高平店
●近見町店　 ◆4店舗募集◆
時給/900円～　研修80h/821円

カレーハウスCoCo壱番屋

『トイレ、廊下のモップ掛けが中心です』
●副業　●掛け持ち　固定短時間が魅力!!
❶健軍神社参道　公共交通機関　徒歩5分
週3日～/7:00～10:00　実働3h
車通勤不可　制服貸与　規定交通費

❷RKK住宅展より車で1分
火・金/13:30～15:30　実働2h
ラクラク車通勤可　制服貸与　規定交通費

北区龍田1-3-10（立田阿蘇三宮神社そば）
☎096-348-7700 担当：緒方

オフィスビルの清掃　❶健軍　　❷御領
休み/❶土日祝　❷月水木土日祝
未経験◎　❶900円 ❷1000円
◆◆ちょっと働きたい方向け◆◆

（株）クリーンエンジェル

パート

『午前中　ゆっくり』　『午後だけ　短時間』
家計の足しに短時間で収入UP
❸国体道路沿い　日赤病院徒歩5分
平日/13:00～17:15　実働3h15分
❹益城町役場より　車で1分
月～金/13:00～17:00　実働4h
トイレ、廊下モップ掛けが中心です
ラクラク車通勤で　清掃初めても応募◎

北区龍田1-3-10（立田阿蘇三宮神社そば）
☎096-348-7700 担当：緒方

定期清掃　❸長嶺南  福祉関連事務所　❹益城  食品工場
どなたもできる　遅めのパート
うれしい週末休　❸土日祝　❹土日
制服貸与　規定交通費　❸❹850円

（株）クリーンエンジェル

パート

事前献立を　補助員として食材の仕分け
配膳数のチエック　盛付・洗浄など
日々の業務は軽作業　【資格経験問わず】
準備する業務が中心です　できることから◎
半日◎　扶養内◎　フルタイム◎　【家庭優先】
■制服貸与　■昇給　■交通費 　■無料P
接客はナシ 　シニアさんにもなじめる◎

『やりがいのあるしごとです』
北区高平 2-9-25-205号

☎080-9050-2041 担当：のなか

「賞与のある」 介護施設でのご飯作り
時給850円+手当1日に付100円
月に10日休みや時間にも対応
❶上南部 ❷植木 ❸鶴羽田 ❹宇土

有限会社 トマピー
委託給食

パート

年齢・経験不問　とても家庭的な職員多数
介護関連資格保有の方　見学お越し下さい
❶夜勤専従 7:00～翌朝9:00 (週1～2程度)

【泊り4～7人】…配膳・見守り・巡回
❷❸生活支援 8:30～17:30 (希望優先)

【日中最大18人】…職員のサポート
❶❷雇用、社保　『頑張りは還元いたします』
勤務/小規模多機能型居宅介護　下南部

東区下南部 2-15-11（本社）
☎096-388-2720

スタイルはいろいろ介護!!　❶夜勤　❷常勤　❸時短
浅い方・復職・副業・長期・チャレンジ
比較的お元気な利用者さんが対象
❶1万4000円/1勤　❷❸850～1000円

リビング・ウイル・サポート

パート

分譲マンション　①1日4h  清掃員　②週5日  巡回管理
受付で居住者への対応　共有スペースの日常清掃、ゴミ出し
市内のマンションの館内外を巡回　点検、清掃、立ち合い
　　　❶市立図書館そば 　『午前中しっかり働きたい』
　　　❷市内各地域 　　　『定勤務で収入が得たい』

㈱穴吹コミュニティ 熊本営業部
■分譲マンションの維持管理業

【福利厚生】交通費支給（月15万円迄）　制服貸与　※契約更新年毎予定
《 日給月給計算方式 》　❶❷時給825円×4.1週　　❶週20h　❷週37.5h

休み/土日祝・年末年始　夏季　有給　❶雇用・労災　❷雇用・労災・健康・厚生
❶8:00～12:00（実働4h）　 日給月給制6万7650円
❷9:00～17:30（実働7.5h）日給月給制13万6844円（巡回手当1万円含む）
ダイエットや運動不足の解消には　『体を動かし!!　 健康管理にも最適!!』

中高年シニアも◎　直行直帰◎ 両立ができる◎　セカンドキャリアの入社◎　など動機はさまざま
経験は問いません　　幅広い世代が豊富な人生経験を活かし　丁寧な研修後にスタート
家事や介護のスキマ、定年後の勤務に　居住者の暮らしのサポートを始めてみませんか

☎096-278-7680  担当/吉村
〈郵送・問合せ先〉  〒860-0801 

熊本市中央区安政町4-19 TM10ビル1F

契約 パート

無料Pあり　平日の月・金と土の午前
休/火・水・木・日祝　　時給/840円
平日/9:00～16:00 　実働5.75h
土曜/9:00～12:30　 実働3.5h
40歳位迄無資格・経験不問 　フォロー有 

城間整形外科
西区出町 4-4（肥後BK京町から車で3分）

☎096-311-2800 担当：城間

週3日の医療事務補助パート

施設への出入りはテナント従業員の方
だけなので、難しくありません
時給/830円+1勤務1000円の手当
時間/①8:00～16:00 ②12:00～20:00
週2～3日のシフト制　日数は相談可
◆はじめてでも安心の研修あり！
※初任研修（3日間）は時給821円
勤務地/九品寺1丁目　大手企業ビル
待遇/労災保険、規定内交通費

【応募】電話またはメール後、面接の連
絡をします。履歴書をご持参下さい
子育て中の方、中高年、シニアなど
幅広い年齢層が活躍中！　学歴不問

≪九品寺・警備≫ ビル内での所持品確認業務

☎096-324-3318
担当：中嶋　受付/平日9:00～18:00

パート

九品寺交差点電停徒歩2分
天候に左右されない室内警備

check!

警備のお仕事
始めませんか

kmm-info@alsok.co.jp

ALSOK熊本㈱
中央区紺屋今町9-6  熊本紺屋今町ビル5F

休日/土日祝　時間/日勤で5h～
時給/950円～+交通費
勤務地/北区植木町（すいかの里近く）
残業無しで子育て世代活躍中です！
未経験者歓迎！ 勤務日数相談可！

㈱マイスティア
上益城郡益城町田原2081-17（テクノリサーチパーク）

☎096-214-5691 担当：重村・佐々木

工場内　簡単軽作業パ

休日/土日祝　時間/8:30～17:30
①時給1200円～　②時給1125円～
①菊陽町(カリーノ菊陽から15分)
②益城町(熊本空港から車で10分)
子育て世代活躍中！ネイルOK♪

㈱マイスティア
上益城郡益城町田原2081-17（テクノリサーチパーク）

☎096-214-5691 担当：重村・佐々木

大手企業内で一般事務派

派43-030002

パ …パート正 …正社員 契 …契約社員

☎090-7167-9774
エフ・ツー   担当：藤本 TKUヒューマン  担当：森本

☎096-359-3412
広告の

お申込み

ア …アルバイト派 …派遣社員

①《 看護師 》 健康管理等で高齢者への支援
②《 介護職 》 資格や経験のない方でも歓迎
食事、入浴の介助やレクレーション等の支援
昇給・賞与・退職金・資格手当・通勤手当
※別途夜勤手当1回 ①8000円 ②7500円

時間/4週8休 シフト制 時間外勤務なし
■時間、休日、待遇は面談優先 ■見学も可
①給与19万5100円～ ②給与16万7600円～

合志市福原 3111（アンビー熊本車2分）
☎096-248-7100 担当：澤田

高齢入居者様の健康管理と日常生活支援
正社員 夜勤・資格手当含 給与例
①23万5100円～ ②21万9600円～
②時短パート 時給1200円～

ひらせ記念リハビリ苑
介護老人保健施設

正 パ

高校・大学からの委託で名簿作成
給/21万円～歩合+手当 普通車免許必須
時/9:00～17:20（土は午前中）経験不問
休/日祝・隔週土・年末年始・夏季休暇
転勤残業ナシ ［ 旭出版｜検索］←

㈱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

同窓会支援の男女営業正社員

❶❷❸接客は苦手だけど　適度に動き　調理が好き
台拭き、席セット・肉野菜の準備、盛付・皿洗い
❹楽しんでいただき、人と関わることが好き
案内・料理、飲料の提供　慣れたらレジ
ランチだけデイナーだけ◎　朝ちょこっと◎
9:00～23:00内マイペースに!!　全て柔軟に対応!!
店長やスタッフも気さくです 【体験入店OK】

『近所のシニアさんも　一緒にいかがですか』
中央区琴平 2-1-38

☎096-375-5539

「牛角にあつまれ～」　❶開店前準備　❷仕込み　❸洗い物　❹ホールパ

子育て中も50・60・70代も
全時間帯　主婦さんが多く在籍
どなたにも続けやすい　【950円】

焼肉牛角 琴平店

ア

同世代の　子育て中～シニア世代
皆さん　楽しんで働いています♪
●（朝）土日祝/5:30～9:30　実働4h
●（午後）月～金/14:00～17:00　実働3h
規定交通費、制服貸与、別途手当
学校に準じ長期休暇あり　他要望聞きます
難しい作業はありません　❶野菜の皮むき
❷洗浄　❸切込み　❹盛付　❺洗い場

中央区本荘町 684-1-202（熊銀寮そば）
☎090-8916-2332 担当：後藤

●南区●　人気の給食室　学生さんに食事の提供　調理補助さん
料理作りが好きな方　経験尚可
家計が助かる　毎日ごはん付き
朝 4h/1050円～　午後 3h/860円～

美妓（ミキ）フーズ 有限会社

パート

紹 …紹介委 …委託業務

❶来店お客様対応受付・事務・簡単な入力・書類整理
勤務/市内各地の企業・店舗など　8h勤務
❶❷❸洋服　コスメ　雑貨　食品　カフェ　レストラン
勤務/百貨店・商業施設・ショップ・スーパーなど
…………… 知識が身につく　「気になるお仕事情報」 ……………

●20代  ●30代  ●40代  ●50代  ●60代　【男女不問　興味のある方】
LINE・メール・オンラインで登録完了!!　もちろん電話でもOK!!
主婦◎　フリーター◎　友人知人◎　学生◎　家族◎
扶養内、ブランクもフォロー!!　 みなさん楽しんでいます♪♪

来社不要!!　『いつでも、どこからでも　気軽にサクッと登録』
❶長期できる方　規定内交通費　車通勤　制服貸与　週休2日

～知識経験不問～　　～接客・経理・簿記経験者の方尚可～
❷❸長期・短期　交通機関　車通勤　制服貸与　休み働き方次第
～ノルマなし　未経験で安心スタート～　～経験を活かしたい～

事務補佐＆店員　❶長期　❷短期　❸セール＆催事パ 紹

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）

☎080-5263-0324 担当：大坪

ナンキュウスタッフ
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時給1100円～1200円

1100円～

事務補佐

接客・販売・セール

オフィスワーク

お仕事探しを前面サポート

7月催事先行受付
内勤・接客・販売

登録
NO履歴書

時
給

『 お中元に関わるしごと』業務経験は
必要なく基本作業の繰り返しです
日勤、夜勤、深夜内実働4～8h　休/応相談
❶❷要普通免許　❶❷❸❹規定交通費
※18歳以上 22:00～深夜割増 【夜勤・深夜歓迎】

『配達』『集荷』指定車で 企業・個人宅などへ出向
『仕分け』区分業務　　  『事務』保管整理

友人知人同士でもどうぞ【毎年人気の夏季限定】

菊陽町光の森 2-6-1

☎096-233-5456
平日9:00～17:00

【光の森】 ●ゆうパック　❶配達　❷集荷　❸仕分け　❹事務パ

6月下旬開始 ❶❷8月中旬迄
1200円　❸7月末迄960～1120円
❹7月末迄860～920円　お早めに!!

熊本北郵便局　総務部

ア

介護・送迎・運動機能訓練のサポート
時間/8:30～17:30　正社員8h　パート応相談
休日/正社員　年間108日　パート応相談

正社員で恵まれた環境で 『安定して働きたい』
家事育児介護しながらパート 『両立して働きたい』
デイケアではレクレーションが苦手な方や
年齢に不安なシニアの方も活躍中
適材適所で勤務していただけます

北区四方寄町1281-3 （バス停より徒歩1分）
☎096-245-1115 担当：原

●子育てに心強い　●福利厚生充実　デイケア・介護
手当込15万1000円～+賞与年2回
無資格/900円　有資格/1100円
ランチ置き食100円/個　大好評

北部病院
医療法人社団 原武会

正 パ


