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recruitment

寿し政
パート（ホールスタッフ）募集

◆給与：時給800円～

◆時間：(昼)10:00～15:00/(夜)17:00～22:00

　　　 ※勤務時間・シフトは応相談。土日祝のみ可。

◆備考：男女問わず大歓迎！元気で明るい方歓迎！学生

の方も大歓迎！

鹿島市古枝甲
営/11:00～15:00/
17:00～22:00
休/木曜
☎0954-62-5617

グランシャリオ
ホールスタッフ募集

鹿島市古枝甲
営/8:00～22:00
休/火曜
☎0954-63-4369

◆給与：詳しくは面接時に

◆時間：11：00～15：00 ※土日だけでも可！

◆休日：火曜

◆資格：18歳以上

◆備考：明るく元気な方大歓迎♪主婦の方も初心者の方も

歓迎！WワークもOK！気軽にできるアルバイトです。詳しくは

直接店舗までお問合せ下さい。

Clip Hair クリップヘアー
スタイリスト（正社員）募集

鹿島市大字納富分
営/10:00～19:00
休/12/31～1/3
☎0954-69-5115

◆時間：10：00～19：00 （フルタイム）

◆一緒に働いてくれる方を募集します

◆性別年齢問いません

◆ボクが！ワタシが！と言う方がいらっしゃしましたらそ

の時に詳しい説明や、 要望をお聞きして楽しく働けるよ

うに沢山お話ししましょう！

Rongo Rongo. ロンゴロンゴ
正社員・パート・アルバイト募集

◆給与：【正】月給146,000円～+歩合（能力に応じて優遇）

　　　  【パ/ア】時給800円～

◆時間：10:00～19:00※曜日によって変動あり

◆休日：定休日/その他/年末年始/夏季の長期休暇あり

◆資格：美容師免許

◆備考：社会保険完備・雇用保険・労災・労災上乗せ傷害保険・

交通費・講習サポートあり・商品のスタッフ割引・育休制度あり

武雄市武雄町大字昭和
営/10:00～19:00
※曜日によって変動
休/月曜,第3日曜
☎0954-23-1147

Hair Design CREA クレア
アシスタント・スタイリスト募集

武雄市北方町大崎
営/10:00～20:00
休/月曜,第3日曜
☎0954-33-0279

◆給与：【アシスタント】月給150,000円～

　　　 【スタイリスト】月給180,000円～

◆時間：10：00～20：00

◆休日：月曜,第３日曜

◆資格：美容師免許

◆備考：当店を一緒に盛り上げて頂く明るく元気なスタッフを募

集しています。新しいお店であなたの「魅力」を出してみませんか？

炭火焼き 美味鶏 おいちょう
ホールスタッフ募集

武雄市武雄町大字富岡
営/17:30～OS23:00
休/火曜
☎0954-33-0450

◆給与：時給800円～

　　　  ※能力に応じて時給を決定致します

◆勤務地：武雄・川登・嬉野

◆時間：（川登・嬉野）10:00～15:00

　　　  （武雄）18:00～23:00

◆備考：勤務地、勤務時間は応相談。高校生も可。飲食店が

初めての方も大歓迎！

あおぞら整骨院
柔道整復師募集

伊万里市立花町
営/ 8:30～11:30/
14:00～19:30
休/水曜,第1・3・5日曜
☎0955-29-8816

癒し路地 蓮音 リラクゼーション Nala ナーラ
セラピスト募集（若干名）

伊万里市立花町
（白磁乃湯内）
営/11:00～22:00
休/年中無休
☎0955-23-8822

ヘアースタジオ JAM ジャム
正社員・パート募集

伊万里市木須町
営/9:00～18:00
休/月曜
☎0955-22-8234

◆給与：【正】月給145,000円～175,000円+主担当手当（2%～10％）

　　　 【パ】時給850円～1,000円

◆時間：9:00～18:00（パート時間 ※応相談）

◆休日：月曜+月２日間（希望休暇）

◆備考：業務拡大により、正社員・パート２名募集です。

◆給与：時給800円～
◆時間：(伊万里温泉白磁乃湯 本店)11:00～20:00

           (平戸 サムソンホテル店)15:00～22:00

           (嬉野 華翠苑店)17:00～23:00

           (伊万里 グランドホテル店)20:00～23:00

◆備考：伊万里本店にて研修制度あり。親切丁寧に教えますので

Wワークの方や未経験者も大歓迎!勤務地・シフト制は応相談可能です。

◆給与：月給250,000円～300,000円

　　　 ※昇給・賞与は業績に応じます

◆時間：8:30～18:30/10:00～20:00（1カ月単位で変形）

◆休日：水曜 他（月6日）,年末年始,夏季休暇,GW

◆資格：柔道整復師  

◆備考：スキル・経験不問。柔道整復師経験者優遇。

その他詳細は面接時に。

地元のお店のリアルタイムな情報やお得なキャンペーンなどを毎日配信中！
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ピックアップ・求人情報枠は掲載無料です。詳しくはお問合せ下さい。（☎0954-68-0080）

まちの耳より情報

シティーコムシティーコムなう。なう。
土日もかかさず土日もかかさず

毎日 配信！配信！

宮崎薬局本店
冷えると痛んでくる腰痛や生理痛などの痛み。ぬかたん
ぽの湿度を含むしっとりとしたぬくもりで体の奥まで温
めて痛みをやわらげます。お布団の中に入れると寒い夜
でもぐっすり♪レンジでチンすれば何度も使えます！
■ぬかたんぽ…1,320円(税込)

寒い夜や、痛くて眠れない夜のお供に！

[住]武雄市武雄町武雄7280
[営](月～土)9:00～19:00/(祝)10:00～18:00
[休]日曜
☎0954-23-1165

WEBSITE

ふじ美容室
正絹から最新のデザインまで貸衣装は200点以上！衣装
代に必要な小物一式もすべて含まれています。着付けは
一級着付技能士が担当し、飛行機移動も快適にできるほ
ど、息苦しさ着崩れの心配がない着付技術も好評です。
■振袖…60,000円～(成人式振袖は衣装代から50%OFF)

一生に一度の成人式をより感動的に

[住]西松浦郡有田町蔵宿丙2765-17
[営]9:00～18:00
[休]月曜,第3日曜
☎0955-46-3127

WEBSITE

ROUTE26 ルート26
新車を長く綺麗な状態に保ちたい方！面倒な洗車を
時短したい方！屋外駐車でも1年続く輝きと撥水力！
市場価格の40%～50%OFFの大特価サービス！
■ガラスコートご予約のお客さま全員に「樹脂パーツ
コーティング（通常3,000円）」をサービス。

愛車を傷に強くタフで綺麗な鏡面ボディーに！

[住]伊万里市大川内町甲3379
[営]9:00～17:00
[休]不定休
☎0955-23-2372

WEBSITE

伊万里 小嶋や
一つ一つ丁寧に作られる小嶋やのどら焼き。あったかい
お茶と一緒に「幸せ時間」を過ごしましょう。ふわっと甘
い幸せどら焼きをお届けいたします。“誰かと食べるどら
焼きも、ひとりで食べるどら焼きも、どっちも幸せ”贈り
物に…自分のご褒美に…いかがしょうか？

一日、約300個完売する人気のどら焼き

[住]伊万里市山代町楠久549-2
[営]9:00～17:00
[休]年中無休
☎0955-22-6711

WEBSITE

小林はんや
社会人への第一歩を踏み出し、大人になった証として大
切なメッセージと共にはんこを贈りませんか？
伝えたい想いは人それぞれ。大切な人の明るい未来を想
い、オーダーメイドのデザインから手彫りまで、丁寧に仕
上げてお届けいたします。

新成人・新社会人への贈り物に

[住]伊万里市伊万里町484-2
[営](平日)9:00～19:00
　　(土日祝)9:00～17:00
[休]第1・3・5日曜　☎0955-22-2545

WEBSITE

おせち・鉢盛店舗一覧
年末年始はご家族や親戚が集まる時期。この時必要不
可欠なのは、おせちやオードブル！だけど、どこのお店が
頼めるか悩んだことはありませんか？
そこでポータルサイトシティーコムのおせち・鉢盛店舗
一覧！鹿島・武雄・嬉野・太良・有田・伊万里・松浦のお店
を集めましたので、ぜひご活用ください。
※受付期間や、受取までの日数、数量限定など
にご注意ください。詳しくはQRコードから。

年末年始の集まりをもっと素敵に！

WEBSITE

求人一覧は

こちらから

ALL

会社運営のサポート
人事や労務の手続き業務やお悩み事をすべてお任せいただき
本業に集中できる環境作りのお手伝いをします。

開業・独立・創業のサポート
開業の手続きや各種申請、企業を支援する制度や助成金の
ご提案など業務環境の整備のお手伝いをします。
◆株式会社・法人の設立◆独立開業に関する相談業務◆建設業関係の許認可申請◆
介護事業の許認可申請◆官公署への許認可申請(産業廃棄物、農地法、電気工事業な
ど）◆許認可取得に関する相談業務

◇各種給付金、助成金診断・申請◇社会保険、労災保険、雇用保険関連の手続◇給与計算代
行◇就業規則、賃金・退職金規程等の立案作成◇雇用・人事・賃金・労働時間その他人事労
務に関する相談・指導

地域の身近な相談相手として
お客様のお悩み事を解決しております。

鹿島市
を拠点

に

支援を
していま

す！

ＨＰはこちら
おか行政書士・社会保険労務士事務所
〒849-1311 佐賀県鹿島市大字高津原4375番地
TEL：0954-62-7980　FAX：0954-63-6755(24時間受付）

ご質問・ご相談・お問合せ

0954-62-7980
受付時間 8:30～17:30(月曜～金曜）

初回相談料無料！
無料相談は

事前予約が必要です。

出張相談
時間外相談
休日相談

社 会 保 険 労 務 士 業 務行 政 書 士 業 務


