
2022年9月17日　土曜日　＜8＞

❶春・夏・冬と長期休暇、家庭優先!!
❷土日、祝日、GWは確実に休めます!!
❸基本的に残業が無く、パッと帰れる!!
栄養士、調理師が在籍  指導や補助を行います
◎カット　◎下準備　◎補助　◎洗浄など
時間8:30～15:30実働6h　交通費あり
月～金の週5、歓迎!!　他希望も応じます!!
最低賃金の改定に伴い、面接時にご確認下さい

東区御領 8-5-5 B棟2号室（熊本インターそば）
☎096-349-7815 担当：佐藤・宮崎

《休み重視》学べる・上達する地域の給食センターでの調理
車通勤可　勤務/熊本市東区
16名在籍の一員になりませんか
時給850円 経験は問いません

魚国総本社九州支社
熊本事務所

パート

産休増員!!　土午後、日祝など年間109日休
外来受付・会計やレセプト業務をメインで
平日/8:30～17:30　実働8h
土曜/8:30～12:30 実働4h
●資格はあるが、経験に不安があるも歓迎
●無理なく仕事と子育ての両立ができる
各種福利厚生あり、昇給、賞与あり
有給休暇、育児・介護休暇、健康診断

東区新外3-9-1（新外交差点そば）
☎096-368-2811

自信や経験を積みたい方・復職も応援　『受付・事務』
要資格　経験の浅い等不問
給与15万円～17万5000円
当院は良い環境が整っています

医療法人弘生会 本庄内科病院

正社員

info@honjyo-hp.jp

時給900円　「4hだけ気分転換に…」
時間/8:30～12:30　　休み/希望日
交通費、制服貸与、P無料、各種保険
扶養内・年金の足しに、いかがですか？
勤務/月・水・金　現地面談も可　即日開始◎

（株）クリーンエンジェル
北区龍田1-3-10（立田阿蘇三宮神社そば）

☎096-348-7700 担当：緒方

南区・院内の清掃パート

学校帰り、副業や、転職など
年齢は問わず、積極的に採用中です
時間/16:00～翌0:00（希望は優先します）
週1～でも　週末だけでも　フルタイムでも
『希望に応じたスタイルで開始できます』
パーティメニューや手作り本格窯焼ピザ
パスタのイタリアンレストラン
これから覚えたい方、楽しんで働けます

中央区新市街 9-4-2F（ベスト電器そば）
☎080-7624-5906 担当：ふじしま

インスタ映えする夜カフェで作る『料理のしごと』
経験に応じた活躍の場を用意!!
❶ある程度できる方 1100円
❷包丁ナシの仕込み　950円

CONA（コナ） 熊本店

パート

時給/930円～1000円+交通費
時間/10:00～16:30
※1週間の内、4～5日勤務（週30h程度）
休日/土日祝、夏期休暇、年末年始、GW
応募/電話連絡後、履歴書をご持参下さい

株式会社　中央広告社 
中央区大江 6-24-14

☎096-366-0555

データ入力（中央区大江）パ

高校・大学から委託を受け編集・出版
給与/21万円～+実績歩合、家族手当等
時間/9:00～17:20　土9:00～12:00　
休日/日、祝日　月2回土曜休ほか
待遇充実、要普免、興味のある方ぜひ!!

㈱旭出版　編集部
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

同窓会のサポート正社員

❶【江南病院】 日数等応相談
時間/7:00～12:00実働5h
時間/7:00～16:00実働7.5h
休み/シフト　※バス停玄関前0分
❷【オーヴィジョン九品寺】 シフト勤務
時間/7:30～14:30（火・金）
時間/8:30～15:30（月・水・木）休み/土日祝
❶病室、廊下など　❷玄関、廊下など

菊池郡大津町室 1011-1
☎090-8627-1744 担当：家入

1日4h～効率的に!!　短時間で!!　❶病院清掃　❷マンション管理
❶渡鹿860円　❷九品寺853円
交通費、労災、制服貸与ほか
年齢経験不問・マイペースで!!

株式会社 千代田

パート
リニューアルしたホールで働きませんか
時間/8:30～17:30 実働8h
休/月8～9日　社保完備、交通費支給
給与/20万円～、賞与年2回+諸手当
別途詳細はエーコープ熊本HPをご覧下さい

㈱エーコープ熊本（メモリアルホール高平）
北区高平 2-25-57

☎096-344-6337 担当：上田

葬祭業務 未経験歓迎正

②はyou+youの青果物等を配達
時給/860円～昇給有　休日/面談時
時間/①9:00～17:30
　　 ②8:30～17:30内応相談
待遇/労災、雇用保険　経験不問

㈱エーコープ熊本（you+you店舗）
北区高平 2-25-57

☎096-344-6337 担当：上田

①花手入れ ②配達業務パ

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

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

❶土日、祝・夏休み・年末年始、GWは休み
❷車通勤ができる
食堂でカウンター越しに提供します
資格や知識、経験は必要ありません
◎準備、調理、盛付、洗浄、片付け
時間/8:00~15:30（5.5～6h）
希望休、出勤日数は調整可能！！
最低賃金の改定に伴い、面接時にご確認下さい

東区御領 8-5-5 B棟2号室（熊本インターそば）
☎096-349-7815 担当：佐藤・宮崎

《休み重視》益城町の社員食堂での定食づくり
勤務/グランメッセより10分
2人で25食の社食を提供
時給850円　どなたでも歓迎

魚国総本社九州支社
熊本事務所

パート

Ⓐ有期 日給1万円 Ⓑアルバイト 時給1000円
未経験OK！ 短期で稼げるお仕事　高時給！
Ⓐ【契約】 有期従業員　3～11カ月間　（昼夜交替勤務）
内容/簡単な製造作業から始め、パン作りの中核的な業務に携わります。
Ⓑ【アルバイト】 9/16～翌年1月末　（時間固定勤務）
内容/パン・和菓子の製造補助。コンベアで流れ作業。経験不要！
……………………………………………………………………………
時間/9:00～18:00　18:30～3:30　20:00～翌5:00
Ⓐ：社保加入し、安定して働けます
Ⓑ：週1日～勤務OK！シフト相談可　年次に向け時給改定↑

■社内売店でパンの割引販売利用可！
【Ⓐ月収例】 22日×1万円+残業30h+深夜60h＝28万5625円
【Ⓑ日給例】 昼（1000円×8h）＝8000円

　　　　　 夜（1000円×8h+深夜手当1500円）＝9500円 宇城市松橋町浦川内2388（松橋インター近く）

☎0964-33-4535 人事課
　　　　　　　受付/9:00～17:00

待遇/交通費支給（規定内）
車通勤可、無料Pあり
社保（法令に則る）、制服貸与
社員食堂利用可（昼・夜食有）

パン・和菓子・ケーキの製造補助

山崎製パン㈱ 熊本工場

契約 アルバイト

新しい選択型でゆとりが実現できる職場
永年勤続者も多く、現場の声を聞きながら
環境整備を行っています

《希望に応じた手当》 ❶皆勤5000円
❷夜勤手当月2～4回　7000円/回
❸休日手当1500円/日

《福利厚生》 ❶年間休日108日　❷賞与年3.2カ月
❸時間単位の有給休暇　❹100円の置き型社食

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

病棟介護　【定時の日勤のみ】【手当重視の夜勤も可】
充実の勤務体制　パ）手当込930円
正）15万5000～17万8000円
8:30～17:30 or 16:30～翌8:30

北部病院
医療法人社団 原武会

正 パ

10月中旬～勤務開始！【短期事務】 お早めにご応募下さい！！

毎年人気の期間限定 短期事務！
＼入社祝金5万円／（条件あり）
勤務地：熊本駅前 または 大江！！

契約社員

◆その他のお仕事もお問い合わせください！
◆大学生の方もご応募待ってます！（勤務日応相談）

10120-773-505
中央区大江 3-1-66

受付/9:00～18:00（平日）

九州BPOセンター 検索

≪スタッフ登録がある方≫
お電話にてご応募ください！
≪スタッフ登録がない方≫
お電話か、二次元バーコードから
面接予約をお願いします
※大江面接時のみ車で来所可！

旧社名：『日本郵政スタッフ株式会社』

10月～11月期間限定！人気のお仕事！

勤務地/①②九州BPOセンター （中央区大江 3-1-66）
　　　 ②熊本駅前センター （西区春日 1-12-10）
待遇/交通費規定支給（1日上限2600円）
自転車・バイク通勤OK
入社祝金5万円支給！（新規でスタッフ登録頂く等条件有）
資格/年齢・経験不問、未経験可

①電話対応（架電メイン）
　期間/A10/27～11/27 ／ ※研修10/27～11/2
　　　  B11/11～11/30 ／ ※研修11/11～11/17

時間/9:00～18:00　※研修9:30～17:30
時給/1300円　※研修860円

②オペレーターサポート
期間/10月中旬～最大1.5カ月程度（業務により異なる）
時間/業務により異なる（実働8h）　※研修1～5日間
時給/1200円～1400円　※研修860円

水～木曜の明るい時間帯でいつでもOK！
自分のペースでできるから、主婦や男性も多数！
………… 男女不問、経験問いません！ ↓詳細をチェック↓…………

■お住まい近隣で、配布部数は平均450部ほど
≪ 月収入例 ≫450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
待遇/傷害事故治療補助、賠償責任保険、慶弔見舞金
　　　誕生日プレゼント、永年勤続表彰など　各種制度あり！
≪募集エリア≫ 熊本市内・合志市・菊陽町・益城町等のご自宅近隣

● ● ● ● ● ● ● 配布サポーター同時募集！ ● ● ● ● ● ● ●
①新聞とチラシのセット作業：毎週火曜10:00～（部数により変動）

給与/歩合制　※時給換算/約900円（1時間あたり200部の場合）
②リビング新聞の配布業務：水～金曜のいずれか（1日でも3日でもOK）

給与/歩合制　※時給換算/約1200円（1時間あたり150部の場合）

ノルマや集金業務はありません。 詳細はお問い合わせください！

毎週1回、1～2日のお仕事も可

 「リビング熊本」のお届けスタッフ

中央区新市街 7-20-2F（辛島町電停から徒歩1分）

☎096-359-3611
（平日）9:30～12:00／13:00～17:30

ＷＥＢ応募も受付中！詳細あり→

委託業務
お届けスタッフ募集中！

健康的に。
ちょっとした
おこづかいに。

マニュアル化された献立に沿い、調理
1品温めや下準備、仕込み、片付け
料理が好きな方には、条件優先でピッタリ

時給/850円～+手当+交通費+賞与
時間/6:30～18:30応相談
❶東区　❷北区　❸宇土花園　❹ほか
●1日につき手当と賞与もありの待遇!!
●都合の良いエリアで働けます

北区高平 2-9-25-205号
☎080-9050-2041 担当：のなか

すぐに始めたい方、手当と賞与あり‼ 《キッチン業務》
接客が苦手な方も歓迎します
必要な知識・経験は不要で
一からやさしく、丁寧に教えます

有限会社 トマピー
委託給食

パート

さぁ、短期？単発？限定？長期？　❶催事コーナー　❷各売場　❸カード受付

学生も主婦も、フリーターも、大・大・大募集♪
人気№１の北海道展をはじめとして
英国やフランス・京都と、小旅行した気分♪
予定が未定でも、『SNS＆TEL』で登録のみOK!!

『まずは、内容をきいて』　『やってみたいを見つけて』
●登録後、丁寧な研修があるので安心　ノルマなし
●未経験も経験の方も、予定にあわせて…
学校やプライベート重視で、お手伝いしませんか
… 今年は初上陸の名産品やスイーツ・雑貨が登場 …
百貨店全館/即日～右記参照　時間/9:00～19:30応相談
今年も友人・知人や家族同士で参加される方も多く
初めての方にも、不安なくスタートできる
やさしい、専任アドバイザーがサポートします
……………うれしい、通勤費全額支給など……………

【カウンター販売】 【レジ】 【陳列】 【ラッピング】 【接客】
◎ファッション　◎アクセサリー
◎家庭用品　 ◎食料品
◎お菓子　　 ◎レストラン…

「カンタン登録から、はじめよう～」

会える日時を
カンタン登録

ヒアリング・
紹介・決定

紹ア パ

MAILLINE

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

英国グルメ・雑貨
即日～9/20

フランス展
10/19～

その他各売場
即日～

京都のグルメ・工芸品
9/28～10/4

1100円～1200円時
給

秋の単発バイト
◆EVENT◆

特設ブースで
魅力を発信

北海道展
11/2～23

1160円
～1300円
時
給

経験を
活かした販売

1160円～時給

販売◆受付
百貨店発行
カード受付

1300円～
時給

電話対応・PC業務・資料整理など
時間/9:00～18:00内5h 家庭事情優遇
AM～◎　PM～◎　週3～5日勤務
休み/火、水ほか 交通費、車通勤可
時給/初心900円 経験1000～1100円

㈱すいぜんじ公園前不動産
中央区水前寺公園 7-51（水前寺公園電停まえ）

☎096-213-2103

週3～【事務・経験不問】パ

担当業務に専念していただくことで
的確に覚えられ、時間帯も柔軟です
時間/6:00～19:30内で応相談【勤務地多数】
各種保険、制服貸与、P完備など面談にて

❶朝・昼・夕【補助】　❷朝・夕【調理】　昼【補助】
●資格・経験【問いません】　●無料の賄い付
●準社員希望の方　【社員登用制度あり】
時給/860円～1000円　経験に応じます

北区武蔵ヶ丘 1-15-15-2F（ヤマハ音楽よこ）
☎096-321-6248

未経験から学べる「高齢施設厨房でお食事作り」
❶川尻駅～車で5分（40食）
❷菊陽・益城方面～14分（30食）
世代や経験なく、応募できます

田舎の家庭料理
九州パートナーフーズ㈱

パート

ウォーターサーバーご契約のお客様からの
問い合わせを受ける窓口のお仕事
未経験者でも1カ月以上研修があるから安心
福利厚生が充実したコールセンターです

【正社員】　賞与年2回
月給/①年間休日107日：20万円～ ②年間休日120日：18万2000円～
時間/9:30～18:30　残業はありません！

【パート・アルバイト】　賞与年2回　時給/1200円～
時間/9:50～16:00 or 17:00 or 18:00
　　 上記希望の時間帯で週4日以上勤務
……………………………………………………………………………
待遇/マイカー通勤可　交通費支給　　 各種保険あり
　　 給与前払いあり　服装・髪型自由　休憩室あり 中央区新屋敷 1-14-35  クロススクエア熊本九品寺 2F

（九品寺交差点より徒歩1分）

☎050-8882-5111
 担当：稲田

10月6日・12月1日
入社メンバー大募集！

お気軽にお問合せください

受電事務コールセンタースタッフ

詳
細
・
応
募

←

正 アパ

安心して働ける
健康的な
オフィス環境！

自分に合った
働き方ができる

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 …アルバイト紹 …紹介委 …委託業務


