
2023年3月18日　土曜日　＜14＞

1本/4200円～
　　　在宅勤務可能
　　　　　　　都合に合わせて

応募/電話連絡後、面接

京呉服　ひさ屋
中央区上通町 5-5

☎096-355-5298

〈帯の仕立〉募集ア

未経験者歓迎！女性活躍中の職場です
勤務地/合志市市役所
時　間/7：30～16：00　時　給/860円～
休　日/土・日曜日・祝日
各種保険完備、制服貸与、マイカー通勤可

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

新熊本空港ターミナルで働きませんか
時給/1000円 　車通勤可 
時間/月～金 8:00～17:00（実働7.5h)
待遇/交通費規定支給、制服貸与
勤務地/熊本空港貨物ビル

株式会社明光 中央区南熊本5-10-4

週5日 クリーンスタッフパ

☎096-371-5977
10120-393-715

新熊本空港ターミナルで働きませんか
時給/1000円 　車通勤可　土日勤務
時間/土・日 8:00～17:00（実働7.5h)
待遇/交通費規定支給、制服貸与
勤務地/熊本空港貨物ビル

株式会社明光 中央区南熊本5-10-4

土日 クリーンスタッフパ

☎096-371-5977
10120-393-715

………明るく前向きに取組める方………
時間/9:00～17:00　実働7h
◆通勤手当　◆各種保険
勤/九品寺交差点そば
業務/食事作りなしの家事全般。室内・水廻り
ベランダ等の清掃、及び猫の世話と雑務全般
～中高年も可～　まずは電話にて！！
主婦経験を活かした喜ばれる仕事

中央区九品寺1-2-23（イオン熊本中央店そば）
☎096-364-6309

ハウスキーパーさん！！ 「料理以外の家事全般」
時給1200円～ 経験優遇
土日休み　電話質問もOK!!
1年毎原則更新　通勤に便利

㈱シーエムサービス

パート

若いスタッフと一緒に働きませんか
正社員【PT/OT】
月・火・水・金 9：00～18：00 1.5h休憩
　　　木・土 9：00～14：00 休憩ナシ

パート【リハビリ助手】経験は不問　
　 　 月～土 8：30～13：00  実働4.5h
月・火・水・金 14：00～18：00 実働4h

❶❷休/日祝・土曜午後　夏季年末年始

「リハビリスタッフ」　❶PT/OT　❷リハビリ助手
❶新卒・既卒問いません
給与/当院規定　委細面談
❷高卒～時給1000円 交通費有

東区月出 1-3-3（鉄砲塚バス停徒歩2分）
つきで整形外科

正 パ

☎096-213-1666 担当：宮薗
hello@tsukide-seikeigeka.jp

❶北区/菊南病院近く
❷南区/西熊本病院近く
❸宇城/ 宇土駅～車で10分
❹玉名/玉名温泉郵便局徒歩1分
■高齢者施設内（調理・盛付・洗浄など）■
相談可/6:30～18:30内シフト又は固定
朝食：みそ汁温めとご飯、副菜の提供
昼食・夕食：複雑なメニューはありません
1日の流れは、やり方が決まっていて
シンプルな作業で知識・経験など不要
■経験浅い◎  ■休/希望◎  急な休み◎
子育て中、40代・50代・60代活躍中!!
シニアの方には年金のプラスになります
～福利厚生～交通費、制服貸与、各種保険
どの世代の方にも、馴染んで頂ける環境
複数人で対応しますので、不明点は
聞きながら覚えられて、安心です

4カ所・週1～マニュアルで作る・無資格調理

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

アパ

有限会社 トマピー
委託給食

食事を提供し、健康面も
サポートするしごと

なんと、ウレシイ賞与あり
時給855円+手当1日100円  
早出の場合/別途加算手当

【接客販売】 みなさん、どしどし登録に来られてます!!

百貨店や商業施設で、登録を先どり
趣味や嗜好に合った「イベントや催事」
人が好き、ブランドが好き「各フロアー」
お得なキャンペーンの案内「TCカード」

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

ブランクがあるので、自信をつけるため「時短・短期」
卒業後の20代学生、友達と「週末・日程指定」
センスを磨いたり、雑貨が好きな方には「長期」
扶養内で日中習い事のために「平日時短」

勤務/百貨店や市内・近郊の商業施設各売場
時間・曜日は、事前に聞き、柔軟に対応します

話題のNEWショップ、おしゃれなブランド
スイーツ、和菓子、専門店など
ワクワク、楽しくなる詳細情報を案内します

……20代・30代・40代・50代・60代 皆さん歓迎です……
応募…………………… LINE&電話　質問だけもOK!!
経験や年齢、復職、転職を気にせず気軽に応募できます

未経験の方も、ちょっと気になる方も、遠慮なく登録できます
まずは聞いて、登録!!　その後研修→お仕事を紹介します

ナンキュウ・スタッフ

派ア 契

登 録 制
短 期 長 期 Ｌ

Ｉ
Ｎ
Ｅ

交通費
全額支給

8250～9750円日
給催 事

5月
北海道展

4月
四国展・イタリア展

11601160円時
給

★ラッピングの
ギフトコーナー

★地下デリカの
　惣菜コーナー

13001300円時
給

時給が欲しい方

TCカード

好みのブランドに囲まれて

洋服・雑貨
・コスメ 11601160円時

給

私たち、春から始める！
自分で選ぶ＆登録型の
 しごと

要普通自動車免許/お葬儀関連の経験不要
流れ❶お出迎え　❷お飲み物の提供　
❸見学・案内　❹備品管理と清掃など

～じっくりと丁寧に教えます～
時間/10:00～16:00　実働5h

通いやすいホールで週2～5　時給/860円～
安心して応募下さい  【現在・主婦層活躍】
詳しいホール所在地は「HPで確認できます」

東区尾ノ上 3-1-11（戸島線ウエストそば）
☎096-243-3322

【選べる/20カ所】希望のホール可能!!  「お留守番スタッフ」
子どもさんのいる方や夕飯の
支度にも、間に合う　1日5h
人生経験の豊かさを仕事に!!

家族葬のファミーユ
熊本支社

パート

分かりやすいレシピを見ながら、作ります
資格経験問わず、相談下さい

昼20食程度の食事提供
社員専用なので、顔なじみになれて
40代～3名で楽しく働いています

時間/8：30～15：30　平日のみ
「ご飯、みそ汁、主菜の盛り付け
あとはカウンターに届く、食器の洗浄」

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

「4月入社可」即日面談!!　企業内食堂・昼食づくり
1日6h内で応相談　車通勤
益城役場～車8分　桜木～車10分
時給880円～950円　前職に応ず

魚国総本社九州支社
熊本事務所

契 パ

「調理・盛付を慣れるまで丁寧に教えます」
5名で流れに沿って、社員さんへ提供

仕事帰りに買い物もできる時間帯で
家庭と両立しやすい職場
嬉しい！誕生日お祝い品あり！！
勤務/近隣には商業施設多数
菊陽バイパス　ハンズマンそば
時間/8：30～14：00　9：00～14：30

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

【企業内食堂】5名で昼食づくり/津久礼・増員決定
平日のみ勤務/土日祝他長期休暇
他相談可能　交通費全額支給
資格・経験は不要です　時給880円

魚国総本社九州支社
熊本事務所

パ

「初心者には気軽に聞ける先輩がいて
気軽に聞けるところ」30代主婦の声

「経験を活かせ、すぐに馴染めました」
「頼られて、楽しく勤務」60代主婦の声

「資格経験は不要、調理、盛付、洗浄」

勤務/近隣は工業団地・温泉施設多数
他も相談可能　交通費全額支給　
時間/9：00～15：00　5.5h　応相談

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

【企業内食堂】３名で昼食づくり/泗水・増員決定
平日のみ勤務/土日他長期休暇
資格・経験は不要です　時給880円
孔子公園～車8分　御代志駅～車15分

魚国総本社九州支社
熊本事務所

パ

状況に応じ早上がりもできます 土日祝他休
時間/8:00～16:00　実働7h内応相談
時給860～900円 【中高年・シニア歓迎】
切込み・洗浄が主なので経験は不問
あなたに寄り添う働き方を優先します

津久礼ヶ丘保育園
菊池郡菊陽町津久礼 2-3（オートバックス徒歩4分）

☎096-288-6591 担当：永田

昼給食とおやつ作りパート

季節は春、自然に囲まれた旭志では
10代～60代、70代まで大・大・大採用♪
地元、大津・菊陽・合志方面から多数
●扶養内も ●時短も ●短期も ●長期も
■案内→注文手書→配膳→会計→片付け■
❶調理ナシ、個数記入のみ!!
昼/11:00～20:00　夜/17:00～20:00

■コロッケ、特産品の揚げ物を担当■
❷精肉コーナーの手順に沿い作業!!
早出/8:30～17:30　遅出/9:30～18:30

希望・条件重視で経験を考慮して欲しい
無理しない時間で、チャレンジしたい
レジャーが好き、趣味を実益にしたい
退職後気分転換に、ちょこっと勤務

◆時間日数休日は希望を優先
◆経験などは問いません

❶レストラン・注文係り　❷物産館・惣菜コーナー

☎0968-37-3719
菊池市旭志川辺1886（JA菊池となり）

アパ

道の駅 旭志

お
肉
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惣
菜
は

こ
ち
ら
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中

←

ほのぼのとした人間関係と
優しい店長が丁寧に対応
メリハリつけて働けます

「気になる点は、電話で質問OK」
楽しく働けること、間違いナシ!!

880円～
時
給 経験者優遇

週1～

光の森～車で15分!!

❶診察介助　❷検査　❸処置介助
❹検診業務などの外来看護業務
基本給/17万5000～ 25万円
職務手当/2万円　休日手当/2200円/日
年末年始手当/5000円/日 など
時間/8：30～17：30　実働8h
通勤手当、賞与、各種保険、車通勤可ほか

■近々転職をしたい方、相談を受付中!!
東区尾ノ上 3-1-34（東京塚バス停徒歩2分）

☎096-381-5151

夜勤のない日勤でお探しの方【外来・正看護師さん】
家事と両立、基本定時上がり!!
手当込 19万5000～27万円
平均月日数21.4日 年間休日108日

比企病院
医療法人社団 仁風会

正社員

…… 入社祝い金半年後10万円支給 ……
（正）基本給13万8000～15万円+手当
（パ）時給880～1000円

❶早遅出有残業1.5h/月　❷残業2～3h/月

●賞与年2　●週休2日　●100円置食設置
●資格1000～3000円 ●休日1500円
●皆勤5000円　●レベルに応じた加算など

❶病棟…介護全般　❷デイ…送迎、健康管理、介助
北区四方寄町1281-3 （バス停より徒歩1分）
☎096-245-1115 担当：原

「日勤のみ介護」 ❶病棟看護助手 ❷デイケア
手当込16万4000～19万1000円
手当込930円 パート希望相談可
❶❷8:30～17:30 時間単位有給可

北部病院
医療法人社団 原武会

正 パ

❶❷基本給14万5000～17万円+手当
手当1～3万円　皆勤5000円
……前職や資格に応じて対応します……
●時間単位有給可　●院内置き食あり（100円/個）
…… 入社祝い金半年後10万円支給 ……
休/❶❷日祝　❶土曜午後　❷木土午後
GW夏季年末年始 年間休日/❶110日 ❷121日
週休2日、育児・介護・看護休業も取得可

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

【経験や資格者】優遇  医療事務の仕事  ❶病院  ❷眼科
❶8:30～17:30 9:00～18:00シフト
❶土～12:30　❷8:30～18:00
❷木・土 8:30～12:30

北部病院
医療法人社団 原武会

正社員

●子育て中の方…定時退社（残業月1.5h）
●復職・資格取得希望の方…研修システム
●経験に不安の方…前職考慮の上決定
時間/8:30～17:30　実働8h 《賞与3.2カ月》
皆勤、職能、休日手当1500円など充実
職員の働きやすさを重視し、皆さんの希望
を聞き、配属部署を決定  「まずは相談◎」
夜勤できる方も歓迎（夜勤手当1万2000円）

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

【日勤正看護師】 外来か病棟　◆残業1.5h/ほぼ0!!◆
基本給18万3000円～23万円
手当込20万8000円～29万円
週休2日　時間単位有給休暇

北部病院
医療法人社団 原武会

正

❶手当含16万2000円～ ❷時給900円
❶正社員/シフト・賞与約5カ月
基本給/12万7500円～+昇給
休日/4週8休＆午後休6日
❷パート/9:00～13:30（4.5h）休/応相談

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

給食・調理正社員 パート

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 委 …委託業務

ゆくゆくは正社員登用の可能性あり！
給与/時給1200円+交通費　車通可
時間/9：00～18：00（休憩60分）
期間/即日～長期　土日祝休み
待遇/社保・有休・交通費・制服あり

㈱TKUヒューマン
北区徳王1-6-52　TKUプラザ2F

☎096-359-3412 担当：河北

人事・給与に関する事務派

決められた食材、調理法だから
皆さん慣れれば、必ずできます
残業ナシ!!　❶長嶺共同
❷託麻東　❸長嶺　❹桜木東
魅力は、お子さんと休みが同じ!!
◎交通費支給、誕生日お祝い品あり
◎都合による、融通が効くので安心
◎作る楽しさで成長の手助けになる
・・・子育て中、シニア世代まで在籍・・・

初めても、経験が浅くても、複数人の
業務で週3～5日の給食づくり業務

【勤務地】各学校の調理場
【開始日】相談により対応します

◆調理→配缶→洗浄→清掃◆
時間/7:00～17:00内実働6～8h
勤務先により異なり、希望優先します

「追加募集！学校調理」　土日祝と長期休日休み!!

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

魚国総本社九州支社
熊本事務所

契 パ

家庭のご飯づくりの経験を
戦力として活かしませんか
時給900円～1000円

夏休み
冬休み
春休み
休みには家族の
時間を大切に
できます

アルバイト　時給1200円
フルタイム　時給1300円
熊本市中心部サクラマチ
クマモトそばでのお仕事です
au・KDDIの電話受付のお仕事
主にスマホの料金や支払い方法に
関するシンプルな問合せが中心で
マニュアルを見ながらの対応です。
未経験の方でも安心！
丁寧な講習とフォロー体制が万全で
こちらからお客様へ電話を掛ける事
や、何かを販売する等の
営業は一切ありません。
■勤務時間
アルバイト・パート[3時間～]
フルタイム [シフト制]
8：50～18：00
11:50～21：00

時給1200円～簡単な電話取り次ぎのお仕事ア

☎096-366-2224
中央区本荘4-7-14 IDEASビル2F

パ

まずは、当院の看護業務に慣れながら
覚えて、業務に就いていただきます
専任の方がフォローしながら適切に対応
一緒に成長していただける環境は万全
時間/8:30～17:30　実働8h
休み/4週8休以上・残業ほぼナシ

主任や管理職経験の方へ………………
新たなスタートをバックアップしますー採用ー

東区尾ノ上 3-1-34（東京塚バス停徒歩2分）
☎096-381-5151

将来管理者として働く、日勤【外来・正看護師さん】
当院は就業満足度が高いと
スタッフに評価されています
年俸450万～500万円　委細面談

比企病院
医療法人社団 仁風会

正社員

水～木曜の明るい時間帯でいつでもOK！
運動不足の解消や、スキマ時間の副業に！

～ あなたの自由な時間を活用してみませんか？ ～
「子どもが幼稚園や学校に行っている間に」
「健康のために歩きたい方に」「不定期なお仕事の間に」

…… 男女・経験不問　主婦や男性も多数！ ↓詳細をチェック↓ ……
■リビング熊本や折込チラシを週に1度、決められた配布日（水・木曜と一
部金曜）に合わせて新聞とチラシをセットし、担当地域に配布するお仕事

≪ 月収入例 ≫ 月額平均1.5万円～2.5万円（部数等により変わります）
※交通費は発生しません　※ノルマや集金業務はありません

≪ 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

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！
詳細はお問い合わせください！ 気になる疑問にお答えします

地域に元気を届けるお仕事

 「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

健康的に。
ちょっとした
おこづかいに。

お届けスタッフ募集中！




