
シニア活躍応援プロジェクト　福岡市高齢者雇用促進・就業支援事業

勤務地 職種 仕事の内容 就業時間 休日 賃金 その他

1 ー 287
中央区

天神

百貨店

清掃スタッフ

★未経験の方も歓迎！

百貨店の清掃のお仕事です。客用、従業員用の男女トイレ清

掃をお願いします

①7:00～11:00

②7:00～12:00

シフト制

週6日程度の勤務

勤務日数応相談

時給930円

36 ー 290
博多区

昭南町

アパート・マンション

巡回清掃スタッフ

アパート・マンションの巡回清掃

会社に出勤し、2～3人で社有車で担当物件を巡回清掃して

いただきます。（主に福岡市内です）

8:00～16:00
日+週２日程度休み

シフト制

時給

870円～900円

・要普通自動車免許（AT限定可）

・マイカー通勤可

22 ー 292
中央区

舞鶴

健康食品の商品案内

電話営業

★資格・経験不問

 サンプル利用のお客さまへ、当社商品をご案内するお仕事で

す。

9:30～17:00 週休2日シフト制
月給

150,000円

22 ー 293
中央区

舞鶴

健康食品サンプルのご案内

テレホンアポインター

★資格・経験不問

 サンプル利用のお客さまへ、当社商品をご案内するお仕事で

す。

10:00～16:00 週休2日制+祝日 時給870円

25 ー 294
南区

筑紫丘

会員サポートスタッフ

自家用車を使用しての

会員様のお宅へ訪問

会員様のお宅へ定期訪問して、冠婚葬祭のサポートをしてい

ただく業務です。
9:30～17:30 週休2日シフト制

月給

135,000円

・自家用車を使用しての訪問（車の持ち込

みができる方）

・要普通自動車免許(AT限定可）

・車両手当有　19,000円～28,000円

25 ー 297
南区

筑紫丘

営業

葬儀会館、結婚式場などの

会員募集やPR活動

★未経験の方も、入社後丁寧に研修しますので、安心してご

応募ください。

葬儀会館、結婚式場、ドレスショップの会員募集やPR活動を

行っていただきます。

9:30～17:30

土・日

＊イベント等で平日振替

の場合も有り

月給

150,000円

42 ー 298
博多区

東光

ホームヘルパー

エリア：博多区または東区

（ご相談に応じます）

★60歳代、70歳代の仲間も多数がんばっている、働きやす

い職場です。未経験者も大歓迎！丁寧にお教えいたします。

高齢者や障がい者のご自宅を訪問し、サービス計画に沿って

家事や身体介護を行っていただきます。

7:00～21:00

上記の時間内で1時間

以上

週１～６日休み

労働日数について相談可

時給

1,310円～1,688円

仕事ができる曜日・時間帯についてはご相談

に応じます

＊介護職員実務者研修修了者 など必要な

資格あり。詳細はお問合せください。

42 ー 299
中央区

大手門

ホームヘルパー

エリア：中央区

★60歳代、70歳代の仲間も多数がんばっている、働きやす

い職場です。未経験者も大歓迎！丁寧にお教えいたします。

高齢者や障がい者のご自宅を訪問し、サービス計画に沿って

家事や身体介護を行っていただきます。

7:00～21:00

上記の時間内で1時間

以上

週１～６日休み

労働日数について相談可

時給

1,310円～1,688円

仕事ができる曜日・時間帯についてはご相談

に応じます

＊介護職員実務者研修修了者 など必要な

資格あり。詳細はお問合せください。

42 ー 300
南区

高宮

ホームヘルパー

エリア：南区

★60歳代、70歳代の仲間も多数がんばっている、働きやす

い職場です。未経験者も大歓迎！丁寧にお教えいたします。

高齢者や障がい者のご自宅を訪問し、サービス計画に沿って

家事や身体介護を行っていただきます。

7:00～21:00

上記の時間内で1時間

以上

週１～６日休み

労働日数について相談可

時給

1,310円～1,688円

仕事ができる曜日・時間帯についてはご相談

に応じます

＊介護職員実務者研修修了者 など必要な

資格あり。詳細はお問合せください。

42 ー 301
城南区

別府

ホームヘルパー

エリア：城南区または早良区

（ご相談に応じます）

★60歳代、70歳代の仲間も多数がんばっている、働きやす

い職場です。未経験者も大歓迎！丁寧にお教えいたします。

高齢者や障がい者のご自宅を訪問し、サービス計画に沿って

家事や身体介護を行っていただきます。

7:00～21:00

上記の時間内で1時間

以上

週１～６日休み

労働日数について相談可

時給

1,310円～1,688円

仕事ができる曜日・時間帯についてはご相談

に応じます

＊介護職員実務者研修修了者 など必要な

資格あり。詳細はお問合せください。
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42 ー 302
西区

姪浜

ホームヘルパー

エリア：西区または早良区

（ご相談に応じます）

★60歳代、70歳代の仲間も多数がんばっている、働きやす

い職場です。未経験者も大歓迎！丁寧にお教えいたします。

高齢者や障がい者のご自宅を訪問し、サービス計画に沿って

家事や身体介護を行っていただきます。

7:00～21:00

上記の時間内で1時間

以上

週１～６日休み

労働日数について相談可

時給

1,310円～1,688円

仕事ができる曜日・時間帯についてはご相談

に応じます

＊介護職員実務者研修修了者 など必要な

資格あり。詳細はお問合せください。

44 ー 307
城南区

長尾

ホームヘルパー

城南区およびその周辺で

自宅付近を中心に担当していた

だきます

★勤務時間は9:00～18：00の時間内で4時間程度

　勤務日数・時間など柔軟に対応させていただきます！

利用者宅を訪問しての介護業務（生活援助、身体介護な

ど）のお仕事です

9:00～18:00

上記時間内で4時間程

度

週休2日シフト制

＊労働日数相談可

時給

1,200円～1,600円

・必要な資格：介護職員初任者研修修了

者、ホームヘルパー2級のいずれかで可

・マイカー通勤可

・賃金は介護内容によって異なります

44 ー 308
博多区

那珂

ホームヘルパー

博多区およびその周辺で

自宅付近を中心に担当していた

だきます

★勤務時間は9:00～18：00の時間内で4時間程度

　勤務日数・時間など柔軟に対応させていただきます！

利用者宅を訪問しての介護業務（生活援助、身体介護な

ど）のお仕事です

9:00～18:00

上記時間内で4時間程

度

週休2日シフト制

＊労働日数相談可

時給

1,200円～1,600円

・必要な資格：介護職員初任者研修修了

者、ホームヘルパー2級のいずれかで可

・マイカー通勤可

・賃金は介護内容によって異なります

44 ー 309
西区

姪浜

ホームヘルパー

西区・早良区およびその周辺で

自宅付近を中心に担当していた

だきます

★勤務時間は9:00～18：00の時間内で4時間程度

　勤務日数・時間など柔軟に対応させていただきます！

利用者宅を訪問しての介護業務（生活援助、身体介護な

ど）のお仕事です

9:00～18:00

上記時間内で4時間程

度

週休2日シフト制

＊労働日数相談可

時給

1,200円～1,600円

・必要な資格：介護職員初任者研修修了

者、ホームヘルパー2級のいずれかで可

・マイカー通勤可

・賃金は介護内容によって異なります

48 ー 316
博多区

美野島

コンビニスタッフ

接客・レジ・調理など

コンビニエンスストア内での接客、レジ、品出し、簡単な調理、

店内外の清掃

＊勤務時間は時間内で実労働時間の変更可能

①8:00～17:00

②17:00～22:00

③22:00～7:00

週休2日シフト制

＊シフト制の為、週労働

日数の変更可

時給

870円～1,063円
①～③の時間帯で実働時間の変更可

48 ー 317
博多区

博多駅南

コンビニスタッフ

接客・レジ・調理など

コンビニエンスストア内での接客、レジ、品出し、簡単な調理、

店内外の清掃

＊勤務時間は時間内で実労働時間の変更可能

①8:00～17:00

②17:00～22:00

③22:00～7:00

週休2日シフト制

＊シフト制の為、週労働

日数の変更可

時給

870円～1,063円

・①～③の時間帯で実働時間の変更可

・自転車通勤可

48 ー 318
博多区

対馬小路

コンビニスタッフ

接客・レジ・調理など

コンビニエンスストア内での接客、レジ、品出し、簡単な調理、

店内外の清掃

＊勤務時間は時間内で実労働時間の変更可能

①8:00～17:00

②17:00～22:00

③22:00～7:00

週休2日シフト制

＊シフト制の為、週労働

日数の変更可

時給

870円～1,063円

・①～③の時間帯で実働時間の変更可

・自転車通勤可

48 ー 319
博多区

石城町

コンビニスタッフ

接客・レジ・調理など

コンビニエンスストア内での接客、レジ、品出し、簡単な調理、

店内外の清掃

＊勤務時間は時間内で実労働時間の変更可能

①8:00～17:00

②17:00～22:00

③22:00～7:00

週休2日シフト制

＊シフト制の為、週労働

日数の変更可

時給

870円～1,063円

・①～③の時間帯で実働時間の変更可

・自転車通勤可

48 ー 320
博多区

祇園町

コンビニスタッフ

接客・レジ・調理など

コンビニエンスストア内での接客、レジ、品出し、簡単な調理、

店内外の清掃

＊勤務時間は時間内で実労働時間の変更可能

①8:00～17:00

②17:00～22:00

③22:00～7:00

週休2日シフト制

＊シフト制の為、週労働

日数の変更可

時給

870円～1,063円

・①～③の時間帯で実働時間の変更可

・自転車通勤可

48 ー 321
博多区

吉塚

コンビニスタッフ

接客・レジ・調理など

コンビニエンスストア内での接客、レジ、品出し、簡単な調理、

店内外の清掃

＊勤務時間は時間内で実労働時間の変更可能

①8:00～17:00

②17:00～22:00

③22:00～7:00

週休2日シフト制

＊シフト制の為、週労働

日数の変更可

時給

870円～1,063円

・①～③の時間帯で実働時間の変更可

・自転車通勤可

48 ー 322
中央区

警固

コンビニスタッフ

接客・レジ・調理など

コンビニエンスストア内での接客、レジ、品出し、簡単な調理、

店内外の清掃

＊勤務時間は時間内で実労働時間の変更可能

①8:00～17:00

②17:00～22:00

③22:00～7:00

週休2日シフト制

＊シフト制の為、週労働

日数の変更可

時給

870円～1,063円

・①～③の時間帯で実働時間の変更可

・自転車通勤可

50 ー 325
東区

松島
薬剤師 ドラックストア内での調剤業務

9:00～18:00

上記時間内で5時間以

上

週休2日シフト制+祝日 時給1,500円
・必要な経験：保険調剤

・必要な資格：薬剤師

48 ー 328
博多区

築港本町

コンビニスタッフ

接客・レジ・調理など

コンビニエンスストア内での接客、レジ、品出し、簡単な調理、

店内外の清掃
8:00～12:00

週休2日シフト制

＊週労働日数変更可

時給

870円～1,063円
自転車通勤可

48 ー 329
博多区

築港本町

コンビニスタッフ

接客・レジ・調理など

コンビニエンスストア内での接客、レジ、品出し、簡単な調理、

店内外の清掃
12:00～17:00

週休2日シフト制

＊週労働日数変更可

時給

870円～1,063円
自転車通勤可

48 ー 330
博多区

吉塚

コンビニスタッフ

接客・レジ・調理など

コンビニエンスストア内での接客、レジ、品出し、簡単な調理、

店内外の清掃
8:00～12:00

週休2日シフト制

＊週労働日数変更可

時給

870円～1,063円
自転車通勤可

48 ー 331
博多区

吉塚

コンビニスタッフ

接客・レジ・調理など

コンビニエンスストア内での接客、レジ、品出し、簡単な調理、

店内外の清掃
12:00～17:00

週休2日シフト制

＊週労働日数変更可

時給

870円～1,063円
自転車通勤可

56 ー 335
南区

皿山

マンション

日常清掃スタッフ

★初心者でも丁寧にご指導致します！長く就業頂ける方歓

迎

マンション日常清掃のお仕事です。

9:00～17:00

上記の時間内で3時間

の勤務

月・火・木・金・日・祝日 時給900円 水・土曜の勤務

53 ー 339
中央区

天神

オフィスビル

日常清掃

★初心者の方でも一から丁寧にお教えします。安心してご応

募ください。

オフィスビルの日常清掃　（男女トイレ清掃有り）

6:30～10:30 日・祝日・その他
時給

950円～1,050円
就業日数相談可

　　　◆応募・お問い合わせ◆ 【受託事業者】パーソルテンプスタッフ株式会社　担当　福田・下條 電話：０９２－４３３－７７８０　　　
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59 ー 343
博多区

対馬小路
看護補助

介護用品等補充・洗濯・掃除・お茶作り・食事の片付けなど、

看護補助業務全般のお仕事です。
8:30～17:00 シフト制 時給900円

・必要な経験：看護補助実務経験

・資格：ヘルパー２級あれば尚可

・記載時間内で勤務時間・日数相談可

例）週2～3日、10:00～15:00等

66 ー 362
東区

青葉
介護職

★未経験者歓迎！着替え・環境整備・食事・入浴・排泄など

入院患者様の介助のお仕事です。

①6:30～11:00

②15:00～19:00

①②のシフト制（１ヶ月

単位）

週休2～3日シフト制
時給

900円～950円

・マイカー通勤可　駐車場月額2,000円

・土日休みなど、ご希望に応じますのでご相

談ください

・週4日程度の勤務　シフト制

66 ー 363
東区

青葉

介護職

入院患者様の介助

★未経験者歓迎！着替え・環境整備・食事・入浴・排泄など

入院患者様の介助のお仕事です。

①6:30～11:30

②14:00～19:00

①②のシフト制（１ヶ月

単位）

週休2日シフト制
時給

900円～950円

・週5日程度の勤務

・マイカー通勤可　駐車場月額2,000円

・土、日曜休み等相談可

67 ー 373
中央区

薬院

光熱費コストダウン

についてのご案内

テレフォンコミュニケーター

★未経験者大歓迎

電気代、ガス代などの光熱費を大幅にコストダウンするために

必要な最新情報を案内していただくお仕事です。九州電力の

割引プランや省エネ設備、国の補助金情報等を案内して頂き

ますが,商品等の売り込みは一切ありません。

①10:00～15:00

②15:00～20:00

月・火

＊祝日が重なった場合は

水・木になることも有る

時給

1,100円～1,800円
・週3日～、１日３時間～相談可

51 ー 380
博多区

金の隈

病院内社員食堂での

調理業務

★調理師・栄養士お持ちの方、経験者歓迎！

病院内社員食堂での調理業務全般お願いいたします。
7:30～16:00 週休2日シフト制 時給890円

・必要な経験：調理業務

・マイカー通勤可

51 ー 381
博多区

金の隈

病院内厨房での

食器洗浄

★午前中の勤務なのでプライベート時間の確保にも◎

病院内厨房で、朝食300食程度の提供後の食器をスタッフ

で協力して洗っていただきます。スタッフ同士、協力して朝食の

洗浄を行っていただきます。

6:00～12:00 週休2～4日シフト制 時給880円

・マイカー通勤可

・早朝手当：午前7時までは時給に+200

円

69 ー 386
博多区

博多駅前
駐輪場管理員

★未経験でも安心して働いていただけるようサポートしておりま

す

駐輪場の管理（お客様へのご案内、売上金の集金、自転車

整理、台数管理、清掃など）を行います。

①6：00～12：00

②8：30～14：30

③14：30～20：30

④19：00～24：45

シフト制

週休3～4日シフト制

＊年中無休のため、年末

年始・お盆も勤務有

時給870円

・シフトによっては早朝・深夜になるため、公

共交通機関を使用しての通勤が難しくなりま

す。徒歩・自転車・バイクでの通勤を推奨し

ております。

・勤務時間はシフト制のため、左記①～④の

すべての時間帯の勤務がございます。

・基本的なパソコン操作あり(文字入力作

業）

70 ー 388
西区

生の松原
看護師の補助業務

★看護補助のお仕事経験のある方歓迎！未経験の方もご

相談ください。丁寧に指導いたします。

食事介助・食事の配膳、下膳・ベッドメーキング・ベッド移動・

入浴介助・排泄介助・物品請求など

①8：30～17：00

②7：00～15：30

③12：00～20：30

①～③のシフト制

＊①～③のいずれかのみ

勤務できる場合もご相談

ください

4週6休＋祝日

月給

141,600円

 ～159,220円

・要普通自動車免許（AT限定可）

・看護補助のお仕事経験のある方歓迎

・未経験の方もご相談ください

・マイカー通勤可

72 ー 392
中央区

大名

コンビニスタッフ

接客・発注・掃除など

★未経験の方も大歓迎！仕事は徐々に覚えれば大丈夫。

アクティブシニアの皆さんが活躍しています。

商品の発注、品出し、陳列、接客販売、清掃、予約活動全般

をお願いします。

17：00～22：00 週休2～3日シフト制 時給870円 バイク、自転車通勤可

73 ー 393
東区

馬出

だし巻きたまご専門店での

調理・接客スタッフ

★午前中の勤務なのでプライベート時間の確保にも◎

だし巻きたまご専門店でのだし巻きたまごの調理、及び来店

客への接客対応、その他店舗内での清掃、関連業務をお願

いします。調理経験は問いませんが、全く包丁やフライパンを

使った経験が無い方は向かないと思われます。

①6：00～9：00

②7：00～10：00

③6：00～12：00

週休2～3日シフト制 時給900円
・要普通自動車免許

・自転車通勤可

51 ー 402
博多区

金の隈

福祉施設内での

調理補助

★調理経験者歓迎。料理が好きな方・接客が好きな方お持

ちしております。

福祉施設内での調理補助のお仕事です。野菜のカット・盛り

付け・配膳・食器洗浄業務を担当していただきます。

①5：00～10：30

②15：00～19：00

①②選択可

週休2～4日シフト制 時給880円

・マイカー通勤可

・資格手当　管理栄養士、栄養士、調理師

の資格をお持ちの方は、時給+20円

・早朝手当（午前7時まで）時給+200円

51 ー 403
中央区

天神

病院内での

調理補助

★調理経験者歓迎。料理が好きな方・接客が好きな方お持

ちしております。

外科病院内での調理補助のお仕事です。野菜のカット・盛り

付け・配膳・食器洗浄業務を担当していただきます。

6：00～12：00 週休2～4日シフト制 時給880円

・資格手当　管理栄養士、栄養士、調理師

の資格をお持ちの方は、時給+20円

・早朝手当（午前7時まで）時給+200円

1 ー 397
中央区

天神

会議室・エスカレーターなど

清掃スタッフ

★未経験者歓迎！天神駅より徒歩約3分

会議室の設営、掃除機掛け、階段、エスカレーターの清掃を

お願いいたします。

6：30～10：30 シフト制 時給880円
週6日程度の出勤

労働日数について相談可

78 ー 408
中央区

大名

コンビニスタッフ

接客・レジ・清掃など

★コンビニエンスストア勤務初心者大歓迎!

レジ打ち、接客、清掃、商品補充、商品整理、売場変更、発

注、デリカ・ベーカリー厨房業務（レシピに沿って、お弁当を

作ったり、パンを焼いたりする業務）など

7：00～13：00 週休2～4日シフト制 時給900円
ご本人の希望をお聞きしてシフトにて決定い

たします

　　　◆応募・お問い合わせ◆ 【受託事業者】パーソルテンプスタッフ株式会社　担当　福田・下條 電話：０９２－４３３－７７８０　　　
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78 ー 409
中央区

大名

コンビニスタッフ

接客・レジ・清掃など

★コンビニエンスストア勤務初心者大歓迎!

レジ打ち、接客、清掃、商品補充、商品整理、売場変更、発

注、デリカ・ベーカリー厨房業務（レシピに沿って、お弁当を

作ったり、パンを焼いたりする業務）など

12：00～17：00 週休2～4日シフト制 時給900円
ご本人の希望をお聞きしてシフトにて決定い

たします

78 ー 410
中央区

大名

コンビニスタッフ

接客・レジ・清掃など

★コンビニエンスストア勤務初心者大歓迎!

レジ打ち、接客、清掃、商品補充、商品整理、売場変更、発

注、デリカ・ベーカリー厨房業務（レシピに沿って、お弁当を

作ったり、パンを焼いたりする業務）など

17：00～22：00 週休2～4日シフト制 時給900円
ご本人の希望をお聞きしてシフトにて決定い

たします

29 ー 415
中央区

薬院

小規模ビル

清掃員スタッフ

★20代～80代までの方が現役活躍中。スタッフのほとんどの

方が未経験からのスタートです。

簡易点検業務、日常清掃業務、報告連絡事務業務などをお

願いします。

9：00～11：00 日・祝日 時給900円

65 ー 420
博多区

博多駅前

お試しサンプルのご案内

テレホンアポインター

★品質重視の商品ですのでお客様からの感謝が多く、やりが

い、充実感、達成感が魅力です。

電話でのお試しサンプルのご案内です。サンプルは10～15日

分で1,980円～の商品です。購入しやすい価格帯なので、未

経験の方でも取り組みやすい商品と なっています。 お仕事の

中でパソコンの操作はございません。

10:00～17:00
4週6休制

日+月2日

時給

1,000円～1,400円

*試用期間は時給1,000円

*目標件数達成に応じて時給変動有

*報奨金制度あり　（備考参照）

57 ー 421
東区

多の津

作業スタッフ

青果物全般の荷受け、

整理、袋詰めなど

★簡単な作業なので、未経験の方でも安心してスタートでき

ます！

青果物全般の 荷受け、整理、袋詰めするための準備や袋詰

め及び片付けなどをお願いします。

①8：30～17：00

②8：30～12：30

③13：00～17：00

週休２日シフト制

時給

870円～950円

＊業務内容により変動

あり

・マイカー通勤可

10 ー 423
中央区

赤坂周辺

大型商業施設や銀行等の

施設内における常駐警備

★研修体制が整っています。「お客様の安全・安心に携わって

いきたい」という方歓迎します。

大型商業施設や銀行等の施設内における常駐警備

建物内外巡回、従業員や来客の受付、セキュリティチェック、

緊急時の誘導など

①9：00～8：59

②18：00～9：00

③9：00～18：00

①～③の組み合わせで

週40時間のシフト制

週休2日シフト制

4週8休
時給888円

・選考は「面接」「簡易な適性検査」実施

施設警備は、施設の方やお客様とのコミュニ

ケーションが何より大切。人と接することが好

きな方、礼儀正しい対応ができる方に向いて

いるお仕事です。

36 ー 425
中央区

西公園
マンション管理員

★シニア活躍中！丁寧に指導しますので、安心してお仕事を

はじめていただけます。清潔で快適な環境作りのため共用部

の清掃、点検等の立会などをお願いします

9：00～12：00 火・金・土 時給870円 週4日（月・水・木・日）の勤務です

31 ー 428
博多区

冷泉町

オフィスビル

清掃スタッフ

★未経験者・初心者歓迎！丁寧に指導いたしますので、ご安

心ください

オフィスビルの日常清掃をお願いします

16：30～19：30 火・木・土・日 時給880円
・制服貸与

・週3日（月・水・金）の勤務です

31 ー 432
博多区

冷泉町

オフィスビル

清掃スタッフ

★未経験者・初心者歓迎！丁寧に指導いたしますので、ご安

心ください

月～金：日常清掃、土：トイレと階段の定期清掃を行ってい

ただきます

7：00～15：00 日 時給930円

・制服貸与

・定期清掃業務を習得後、土曜は月2回の

出勤となります。

60 ー 433
東区

松島

検査補助スタッフ

（夜間パート）

★丁寧に指導いたしますので、安心して応募してください。

検査物を分析装置にセットする作業や検査物をピペットで分け

る作業、検査物を抜き出してチェックする作業などをお願いい

たします。その他、臨床検査技師の補助業務あり。

月～金

19：00～01：00

土

18：00～00：00

日・祝日・その他
時給870円

・マイカー通勤可

・基本的なパソコン操作ができれば尚可

・週2～3日の勤務になります。 勤務日はご

相談に応じます。

60 ー 434
東区

松島

検査補助スタッフ

(検体管理・夜間パート）

★丁寧に指導いたしますので、安心して応募してください。

各支所より送られてきた検査物や書類の仕分け、受付、検査

室への搬入業務、検査物の廃棄業務、その他、検体管理作

業の補助など

月～金

20：00～01：00

土

19：00～00：00

※20:00～23：00で

も可

日・祝日・その他 時給870円

・マイカー通勤可

・基本的なパソコン操作ができれば尚可

・週2～3日の勤務になります。 勤務日はご

相談に応じます。

45 ー 435
東区

和白

お寿司、鉢盛、おとき等の

配達

★土地勘のない方でも、地図やナビを見ながら出来る仕事で

す。

定年が70歳ですので、運転に自信のある高齢者の方をお待

ちしております。１日２～３時間程度の仕事ですので、空いて

いる時間にちょっとしたお小遣い稼ぎをしたい方にピッタリの仕

事です。

不定期

出勤出来る時に出勤して

頂くシステムですので、無

理なく仕事が出来ます。

時給900円
・マイカー通勤可

・要普通自動車免許(AT限定可)

83 ー 437
中央区

天神

緊急通報の受信対応補助

電話による体調伺い

相談業務など

生活電話相談員

★未経験者も歓迎いたします。お仕事に慣れるまでの研修は

平日昼間の時間帯に行い、ご指導いたします。

緊急通報の受信対応の補助、電話による体調伺い及び相談

業務、電話対応の内容をパソコンに入力 など

一人暮らしの高齢者のお宅に取り付けをしている緊急通報装

置を通して、相談を受けたり、体調不良など緊急時の対応をし

ています

①12：00～20：00

②20：00～9：00

　仮眠2時間（有給）

あり

週休2日シフト制

時給

920円～1,000円

＊経験により時給決定

・ホームヘルパー経験　あれば尚可

・PCスキル：文章入力

・入社後仕事になれるまでの研修時は昼間

の勤務になります。②の時間帯（当直）は

仕事を覚えてからの予定です。

・週5日程度、1ヶ月の勤務日数は月14日

～20日（応相談）

・勤務日の希望などを考慮いたします

・夜勤帯は３人体制（看護師含む）

　　　◆応募・お問い合わせ◆ 【受託事業者】パーソルテンプスタッフ株式会社　担当　福田・下條 電話：０９２－４３３－７７８０　　　
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82 ー 443
東区

舞松原

マンション

清掃スタッフ

★事前研修にて、丁寧にお教えしますので、未経験の方も安

心してご応募下さい。敷地内の日常清掃、受付対応をお願い

します

9：00～16：00 土・日・祝日 時給1,000円
・制服支給あり

・就業時研修あり

84 ー 445
博多区

美野島

日常清掃・受付業務

マンション管理員

★シニア活躍中！マンションにて、共用部（の日常清掃と受

付け業務をお願いします。特殊な機器類は使いませんので専

門的な技量は必要ありません。

8：00～13：00 日・祝日 時給870円
・管理員室有り（エアコン・トイレ有）

・制服貸与します

86 ー 446
博多区

大博町

病院内

清掃スタッフ

★60歳以上の方、大歓迎！病院内での清掃スタッフの募集

です。各部屋の清掃及びゴミの回収等をお願いします。

①7：30～11：30

②7：30～15：30

①②いずれか選択

日、その他 時給900円 勤務日、勤務時間は、ご相談ください

84 ー 448
博多区

吉塚

日常清掃・受付業務

マンション管理員

★シニア活躍中！マンションにて、共用部の日常清掃と受付

け業務をお願いします。特殊な機器類は使いませんので専門

的な技量は必要ありません。

9：00～12：00 火・水・土・日 時給870円 ・管理員室あり（エアコン、トイレ有）

・制服貸与

87 ー 450
博多区

博多駅前

通信販売のお問合せ窓口

オペレーター

★きちんとしたマニュアルと研修があるから未経験者でも安心

です。先輩たちのほとんどが、未経験からスタートしています。

健康食品やスキンケア商品などの通信販売のお問合せ窓口で

す。

注文やお問合せの受付をマニュアルに沿って対応いただきま

す。

①9：00～18：00

②9：00～14：00

③17：00～20：00

①②③から選択可

週休2～4日シフト制

＊希望シフト制

時給

950円～1,250円

＊賃金について

３ヶ月毎に業務習得度などの評価があり、

評価基準をクリアすると時給アップ

89 ー 451

東区

香椎浜ふ

頭

医療医薬品の入出庫業務

★性別問わず活躍中！冷暖房完備された倉庫内で、医療医

薬品の入出庫作業を行っていただきます。軽い医薬品をメイン

に取り扱う仕事です

①7：00～13：00

②13：00～19：00

③17：00～22：00

①～③又は、18時～

23時の4時間以上のい

ずれかを選択

シフト制

土、日、祝日はシフトによ

り出勤の可能性有

＊週3日～6日の勤務

時給880円

・マイカー通勤可　駐車場有（月額1,000

円）

・千早駅より無料シャトルバス有り

・応募書類：履歴書（カラー写真付）をご

郵送いただきます

88 ー 452
博多区

冷泉町

健康食品などの通信販売

受電のみの電話対応業務

★シニアの皆様大歓迎！働きやすい環境づくりに積極的に取

り組んでいます。

お得意様専用ダイヤルでの電話受付、お得意様へのお礼、ご

挨拶のお手紙書きのお仕事です。

①9：30～15：30

②11：00～17：00

③14：00～19：30

①②③又は9時30分～

19時30分の間の5時

間程度　応相談

毎週　週休2日制

日・祝・その他

・月末に翌月の出勤可能

日を提出して頂きます

時給

885円～955円

・シフト、出勤日数など、お気軽にご相談くだ

さい。

90 ー 454
東区

松田

軽量荷物の仕分けなど

軽作業

★シニアの皆様歓迎！

軽量荷物の仕分け、到着物の整理などをお願いします

火・金

8：30～12：30

月・木

12：00～16：00

水・土・日、その他

＊祝日出勤有

＊祝日は相談の上

時給910円

・希望によりフルタイムでの勤務も可能です

・マイカー通勤可：駐車場有

・通勤手当は距離より支給（上限有）

91 ー 456
南区

老司

保育補助

開園準備

園児の受け入れ対応

※資格不要

★シニア歓迎！開園準備、園児の受け入れ対応をお願いしま

す。

未経験・保育士資格がない方もOK。子どもと接するのが好き

な方大歓迎です！

開園準備、園児の受け入れ対応をお願いします

6：30～9：00

週休2日制

毎週日曜日+1日（シフ

ト制）

時給870円
・マイカー通勤可　駐車場代月3000円

・保育士資格の無い方も可

91 ー 457
南区

老司

保育補助

保護者のお迎え対応

※資格不要

★シニア歓迎！16時～19時の短時間のお仕事です。

未経験・保育士資格がない方もOK。子どもと接するのが好き

な方大歓迎です！

保護者のお迎え対応をお願いします

16：00～19：00

週休2日制

毎週日曜日+1日（シフ

ト制）

時給870円
・マイカー通勤可　駐車場代月3000円

・保育士資格の無い方も可

91 ー 458
南区

老司

保育補助

開園準備

園児の受け入れ

保護者のお迎え対応

※資格不要

★シニア歓迎！未経験・保育士資格がない方もOK。子どもと

接するのが好きな方大歓迎です！

開園準備、園児の受け入れ対応、保護者のお迎え対応をお

願いします

①6：30～9：00

②16：00～19：00

①②の両時間帯の兼務

となります

週休2日制

毎週日曜日+1日（シフ

ト制）

時給870円
・マイカー通勤可　駐車場代月3000円

・保育士資格の無い方も可

91 ー 459
南区

老司

保育補助

開園準備

園児の受け入れ対応

★シニア歓迎！保育士の資格を活かしてください。ブランクが

あってもOK！

保育士を一旦リタイアされた方の応募をお待ちしております。

開園準備、園児の受け入れ対応をお願いします。

6：30～9：00

週休2日制

毎週日曜日+1日（シフ

ト制）

時給900円
・マイカー通勤可　駐車場代月3000円

・保育士資格要

91 ー 460
南区

老司

保育補助

保護者のお迎え対応

延長保育の補助

★シニア歓迎！保育士の資格をお持ちの方、ブランクがあって

もOK！

保育士を一旦リタイアされた方の応募をお待ちしております。

保護者のお迎え対応、延長保育の補助をお願いします。

16：00～19：00

週休2日制

毎週日曜日+1日（シフ

ト制）

時給900円
・マイカー通勤可　駐車場代月3000円

・保育士資格要

91 ー 461
南区

老司

保育補助

開園準備

園児の受け入れ

保護者のお迎え対応

延長保育の補助

★シニア歓迎！保育士の資格をお持ちの方、ブランクがあって

もOK！

保育士を一旦リタイアされた方の応募をお待ちしております。

開園準備、園児の受入れ対応、保護者のお迎え対応、延長

保育の補助をお願いします。

①6：30～9：00

②16：00～19：00

①②の両時間帯の兼務

となります

週休2日制

毎週日曜日+1日（シフ

ト制）

時給900円
・マイカー通勤可　駐車場代月3000円

・保育士資格要
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92 ー 462
中央区

鳥飼

スーパーマーケット

フロア係・品出し等

★高齢者の方歓迎！しっかりと研修しますので、安心して働い

て頂けます。

とてもきれいな職場です。

＊重い物を運ぶことはありません。

＊カート類が常備されています。

8：00～12：00 週休2日制シフト制 時給880円 ・就業日数、時間はご相談ください

93 ー 463
古賀市

鹿部

鮮魚加工場

鮮魚調理業務スタッフ

★過去の職務経験にて「量販店の鮮魚、鮮魚店や寿司、和

食調理の厨房経験者、回転すし店他」での包丁スキルをお持

ちの方を希望いたします。

作業内容や食品衛生については社員が丁寧に指導いたします

ので安心してご応募ください。

業務内容として寿司スライス作業が主になります。

①5：00～9：00

②6：00～10：00

③8：00～12：00

シフト制

週休2日シフト制
時給

1,200円～1,500円

・工場稼働が365日のためシフト制にしてお

りますが、ご希望がある場合ご相談ください。

・マイカー通勤可

31 ー 465
博多区

豊

常設展示場

清掃スタッフ

★丁寧に指導いたしますので、ご安心ください。未経験者・初

心者歓迎！

常設展示場での日常清掃をお願いします。女性活躍中の職

場です。

7：30～10：00 毎週月曜日、年末年始 時給1,000円
・マイカー、自転車通勤可

・制服貸与

31 ー 466
早良区

小田部

温泉施設

清掃スタッフ

★難しい作業ではありません。男女・シニアの方も大歓迎！

温泉施設にて開店前の日常清掃をお願いします。未経験者・

初心者歓迎！

5：30～8：30
シフト制

勤務日数相談に乗ります
時給900円

・マイカー、バイク、自転車通勤可

・制服貸与

31 ー 467
博多区

博多駅南

オフィスビル

清掃スタッフ

★丁寧に指導しますので、ご安心ください！未経験者・初心

者歓迎！

【土日祝休み】オフィスビルの日常清掃スタッフの募集です。

17：00～20：00
週休2日（土・日）+祝

日
時給904円 ・制服貸与

31 ー 468
博多区

博多駅南

オフィスビル

清掃スタッフ

★丁寧に指導しますので、ご安心ください！未経験者・初心

者歓迎！

【土日祝休み】オフィスビルの日常清掃スタッフの募集です。

7：00～11：00
週休2日（土・日）+祝

日
時給904円 ・制服貸与

31 ー 469
西区

下山門

車両基地及び、建物内

清掃スタッフ

★シニアの方、未経験の方、大歓迎！資格・経験は不問で

す。

丁寧に指導いたしますので、ご安心ください。

車両基地及び、建物内の清掃のお仕事です。

※大型の清掃器具を使用する事があります。

8：00～16：30

シフト制

※月 6～8日のお休みと

なります

時給880円 ・マイカー通勤可

74 ー 470
博多区

博多駅東

電話オペレーター（発信）

電話アンケート調査

★２月９日（水）、10日（木）、11日（金）3日間の就

業予定

未経験の方歓迎！　コロナウィルス対策をしっかり行っておりま

すので、安心してご就業頂けます。

アンケート用紙に（トーク内容）にそって、選挙に関するアン

ケートを電話で行って頂きます。簡単なパソコン入力がありま

す。

①9：00～18：00

②11：00～20：00

①②のいずれか

＊9：00～20：00の

間で4時間以上でも応

相談

２月９日（水）、10日

（木）、11日（金）

3日間の就業予定

時給900円
業務の進捗状況により（特に３日目）予定

より早めに終了する可能性があります。

50 ー 473
東区

香椎駅前

ドラッグストア内での

販売・商品陳列

★シフトの相談はお気軽にご相談下さい♪

ドラッグストア内での販売・商品陳列をお願いいたします。

8：00～23：00の間で3～5時間、週3日～可。

8：00～23：00の間

で

3～5時間

週3～5日の勤務日数 日給870円 ・マイカー通勤可
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