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2022年11月19日

土曜日

今ならクオカード1000円プレゼント！

ドレープカーテン税込7700円～、プロならではの目線でお部屋をコーディネート

ＬINE相談もOK

年内取付ならお早めに。間取り図を見てアドバイス 住みながら家を売却できる
「リースバック」
ファインカーテン

売却
家賃

▼

を元にリースバック取引

は、全国ネットの販売網

業界最多レベルの実績、
納得の信頼感で注目を集めています

とは、所有している家を

ハウス・リースバック 「 ハ ウ ス ド ゥ 熊 本 託 麻 」

ハウスドゥが買取、売却

査定ではクオカード１０

後 は 賃 貸 借 契 約 を し て、 をサポート。無料の出張

そのまま住み続けられる

日 ま で ）。 ほ か、

土地・マンション・戸建

月

ての買取・仲介もワンス

００円分もプレゼント中

える際、売却後は退去し

トップで対応してくれま

希望小売価格 万８０００円～※非課税

☎096-223-5127 担当：吉田（平日9:00～18:00）

車の運転を卒業した人

時間/契約社員：8:00～17:00×週5日
パ ー ト：8:30～15:00×週4日 ※扶養範囲内での勤務
時給/860円～1000円
休日/土日祝、長期休暇（学校のお休みと連動）
…………………………………………………………………………………
熊本支店 正社員（栄養士）も同時募集！
内容/衛生管理、献立作成、調理作業等 時間/9:00～18:00 休日/土日
給与/19万円～ 昇給・賞与あり
お気軽にお問い合わせください！

近年注目のサービス。不

なければならないという

動産を売却して資金に変 （

デメリットを払拭する画

す。確かな査定額と査定

や歩きづらさを感じる人

等

最初は野菜の皮むきや洗浄などの簡単な補助業務からスタート！
先輩スタッフが丁寧に指導するので未経験の方でも安心です◎

中央区九品寺 2-1-24

が、免許不要で快適に歩

①京陵共同調理場（中央区） ②城西共同調理場（西区）
年齢・経験・性別・資格有無を問わず大募集！

（リース）

▼

期的なシステムです。
書を提案、スマホから簡

単に申し込めるＬＩＮＥ

東区戸島西 1-27-26

道を走行できる“近距離

学校給食調理補助（契約・パート） 栄養士（正社員）

熊本トヨペット

21

最大５センチ
（モデルC2）
の段差乗り越え可能

旅行先でも使用できる

●高いデザイン性…全３モデルあり、カラーバリエーションも豊富

契 …契約社員

1 0120・921・511

派 …派遣社員

担当：藤本

紹 …紹介

☎090-7167-9774

理念は「共に支え合い、共に生きる」
……多くの制度や手当、皆が安心の待遇……

免許不要！近距離モビリティ

（モデルC2）
折りたたんで
（モデルF）
●車載可能…分解したり

エフ・ツー

❶出来上がった朝食をテーブルへ提供
❷身の周りの日常生活援助など
経験や資格ナシで不安な方へは、
日々
教えていきます ～定年75歳迄延長～
【週5の8h】9:00～20:30 早出・遅出応相談◎
【4～5h程度】9:00～15:00 内応相談◎

※新型コロナ感染拡大
防止のため、マスク着用
・手指消毒を徹底

●高い走破性…小回り性能あり。衝撃を吸収し、

正 パ 『生活サポート員」
への応募が無資格でも可能です

内容/給食調理業務全般
・食材の受け取り・下処理・調理・容器分配
・食器や調理器具の洗浄・調理場内の清掃

移動用”のモビリティ「Ｗ

正 契 パ

Ｈ Ｉ Ｌ Ｌ 」。 同 社 で は、

☎096-349-7815 担当：佐藤・宮崎

☎096（237）6690

国土交通大臣
（１）
第9501号

近距離移動用モビリティ
「WHILL」全モデル販売スタート！

問合せ／熊本トヨペット

戸島中央クリニック
☎096-367-6000 採用担当
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ハウスドゥ 熊本託麻店舗外観

全モデルの販売がスター

東区御領 8-5-5 B棟2号室（熊本インターそば）

高い走破性と安定感の

時間/8:30～17:30の内4h程度
給/時給900円～ 手当有 詳細面接時
※手取7万5000円以上（交通費込）
休/日・祝・他シフト制 ※火・木・土：午後休
履歴書持参でまずは面接をいたします

熊本事務所

トしました。

パ【年齢不問】
正・准看護師

魚国総本社九州支社

ある乗り心地…県内６店

10120-737-963 採用担当

勤務/三里木駅より車4分
『チーム作業で、
腕を振るおう』
時給/880円 どなたでも歓迎

舗 で 試 乗 が で き る の で、

中央区水道町1-23-4F 労働者派遣事業（派40-301644）
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住／東区西原2-11-90
営／ 10:00～18:30、年末年始休

～R4.11.30まで

気軽にぜひ。これからの

㈱九州人材派遣サービス熊本支店

◦店舗数は、全国686店舗

生活をサポートするお気

野菜の選別スタッフ

◦テレビ・ラジオＣＭ放送中！

に入りの一台を。

パート《菊陽町・社員食堂》土日祝ほか休み重視で「定食づくり」

《来年6月末まで》の短期です！
勤務/南区会富町 時給/1000円
時間/①8:30～15:30
②8:30～17:00(選択可)
※週3～OK ※日曜日は固定休み

不動産のことは何でもお任せを！

クオカード1000円分
プレゼント！

浅田真央さんアイスショー

主催／テレビ熊本

浅田真央アイスショー

決定！“乗り越える”を

「ビヨンド」の熊本公演が

テーマに、浅田さんの挑

「皆さんの乗り越える力になれるよう、
ビヨンドの世界を届けます」
と浅田さん

広告の
お申込み

派遣

土地・収益物件・中古マンション
・中古戸建…

相談も増えていますよ。

※画像はポスターイメー ジ

秋 の 夜 間 開 館 期 間 中、

熊本にまつわる怖～い話

のライブ上演イベントを

金・土曜限定で開催！

◦期間…11/18（金）～ 12/４
（日）の
毎週金・土曜 ※11/19（土）は除く
◦時間…①17:30②18:30③19:30
（約30分）
◦料金…観覧無料、別途入館料あり

正 …正社員

「未経験から始められる、時間の有効活用」

不動産査定
リースバックも
LINEでカンタンに
相談できます
➡コチラから!

◦確かな販売力・査定力・信用力

チケット購入希望者は➡TKU公式HPへ

5名で、和やかに楽しく、働けます
車通勤可・規定交通費ほか委細面談にて

詳細な査定書付き
の無料査定を

②家賃を払いながら今の家にそのまま住めます

【グーグル口コミ投稿＆査定申込で】

●日程／2023年２月４日
（土）
・５日
（日）
●開演／各日2回公演 ①11:30 ②16:30
●会場／アクアドームくまもと（南区荒尾2-1-1）
●料金／7000円～1万2000円
↑TKU公式HP

❶8:30～14:00
❷9:00～14:30
❶❷実働5.5h 希望休、
日数調整可能！
！

◦通常の不動産売却は、自宅を手放す必要がありますが、
「リースバック」なら、住みながら家を売却できます！

☑突然の事故で医療費が必要になった
けれど、家を引っ越すのも難しい

※新型コロナ感染拡大防止のため、
マスク着用・手指消毒を徹底しています

浅田真央アイスショー「ＢEYOND」
熊本公演

女性スタッフが多い職場です。
資格や知識、経験 必要ありません
◎準備 ◎調理 ◎盛付 ◎洗浄、片付

リース契約

読者限定 特典

戦と進化が見れるオール

新 作 の プ ロ グ ラ ム で す。

人のスケ

分間ノンスト
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新たな挑戦となったペア

プログラム、

ーターが

ップでパワフルに滑り切

る演技構成、自身がプロ

デュースした衣裳など見

どころは沢山。生の臨場

問合せ／テレビ熊本事業部

感をぜひ会場で。

☎０９６（３５１）１１４０

90

わくわく座のステージ

扌

※税込、１枚６人まで、コピー不可、
未就学児＆熊本市内の小中学生は無料
（学校の名札を持参）、R4.11.18～12.4まで

を舞台に、スタッフが怪

大人300円→240円
子ども100円→80円

画像はイメージ。
演目内容
は日によって異なります

クーポン持参で入館料割引！

談話を雰囲気たっぷりに

披露。大きなスクリーン

に映し出される映像や音

の掛け合いに、ドキドキ

体験を楽しめますよ。

また日～木曜は、この

期間だけのＶＲ特別映像

も。熊本城や紅葉のライ

トアップもしているの

☎０９６
（２８８）
５６００

で、家族と一緒にぜひ。

読者限定 COUPON
熊本城ミュージアム わくわく座

売却後も住めます

①今の家をハウスドゥが査定し、住宅ローンの残債以上
で購入
※売却資金で抵当権を抹消し、
同社に所有権を移転

…そんな時にも！

検索←

不動産を買い取り

☑老後の蓄えとして ☑財産整理をしたい
☑長期ローンの支払いが苦しい

大人も子どもも楽しめる！ ヒヤッとこわ～い話
わくわく座

賃貸

インスタ

売却後も住み続けたいならリースバック！
代金

● お店のインスタグラムでオス
スメのコーディネートをチェック

秋の夜間開館が11月18日
（金）～スタート！ 「熊本城ミステリーライブ」上演

熊本城ミュージアム わくわく座

「電話一本でスピーディー
に対応致します！」

ハウスドゥ熊本託麻
店長 高田さん

ラインも増え、取扱商品

は な ん と ８ ０ ０ 点 以 上。

内取付希望の場合は早め

担当スタッフがマンツーマン対応！
● カーテンのサンプル生地の
貸出無料、自宅の窓でお試しを

検索 ←

ハウスドゥ 熊本託麻

新商品続々、アイテ
ム８００点以上！

プロが行うカーテン選

の来店がオススメ。見積

年末は混み合うので、年

びでは、色柄だけでなく

無料、対応は予約優先。

〔南区江越2-22-15〕

遮光など機能性や生活ス

●
もち吉

10

時～午後６時

ファミリー
マート

ファイン ● ●
カーテン けやき通り

営業／午前

●

ハウスドゥ 熊本託麻

検索 ←

熊本

タイルまで考えていま

コスモス●

平成中央公園
平成大通り

●

平成
郵便局

国道３号線

● ヤナセ

す。テレビＣＭでおなじ （予約制）、Ｐ９台

● 南警察署

みの「ファインカーテン」 ☎０９６（３５６）２０２０

でも、実際に間取り図を

見ながらアドバイス。お

部屋をすっきりと見せた

い人はロールスクリーン

やブラインド、などと専

門的に提案してくれるの

で安心です。高級感ある

サンリブ
くまなん ●

ファインカーテン

賞与は正社員、パートタイムにも!!
正/週休2日 給与18万9000円
パート/希望休
時給948円
社会福祉法人 富合福祉会

障がい者支援センター 心陽

南区富合町木原101（サンサンうきっ子より車5分）

☎096-358-6234

アルバイト 契約

パ …パート

ア …アルバイト

TKUヒューマン

担当：森本

☎096-359-3412

パート【北区・新地】女子学生ジャケットの縫製補助
（検品・仕分）
縫製前後の単純な軽作業
経験は問いません
時給/865円～900円

❶普段着の私服で仕事ができる
❷平日、土曜と選べる曜日
❸時間も休みも相談できます
❹重い荷物を運んだりはありません

有限会社 イデア

時間/8:30～17:00《応相談》
手順は簡単、手先が器用な方
10名の女性スタッフが、丁寧に教えます
繁忙期になり子育て中～幅広く採用!!

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

パン・和菓子・ケーキの製造補助

Ⓐアルバイト 時給1250円 Ⓑ有期 日給1万円
未経験OK！ 12月からの短期・高時給のお仕事
Ⓐ【アルバイト】週1日～勤務OK！ シフト相談可 （時間固定勤務）
内容/①和菓子・洋菓子製造 12/1～翌年1/2まで
②ショートケーキ製造 12/1～12/23まで
Ⓑ【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
……………………………………………………………………………
時間/9:00～18:00 18:30～翌3:30 20:00～翌5:00
Ⓐ：深夜は時給25％UP！ 皆勤手当・年末手当あり！
（当社規定による）
Ⓑ：社保加入し、安定して働けます♪
■社内売店でパンの割引販売利用可！ 社内食堂格安利用可能
【Ⓐ日給例】昼（1250円×8h）＝1万円
夜（1250円×8h+深夜手当1875円）＝1万1875円
【Ⓑ月収例】22日×1万円+残業30h+深夜60h＝28万5625円

山崎製パン㈱ 熊本工場

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）
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

