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TSUTAYA 出水緑町店出水市 
緑町44-41 ☎0996-63-0598  

営業時間　10:00～23:00　年中無休 

DVD・ブルーレイビデオ・CD・コミックDVD・ブルーレイビデオ・CD・コミック
本・文具・雑貨本・文具・雑貨本・文具・雑貨

レンタル販売レンタル販売
販売販売

プレジール生活
雑貨
生活
雑貨 出水店
店内はお友達や大切な人に思わずプレゼントしたくなってしまうような

遊び心のある雑貨やいつもがんばっている自分へのご褒美にかわいい服や
アクセサリーなど、あなたへの伝えたい心を込めてスタッフがラッピングさせていただきます。 

店内はお友達や大切な人に思わずプレゼントしたくなってしまうような
遊び心のある雑貨やいつもがんばっている自分へのご褒美にかわいい服や

アクセサリーなど、あなたへの伝えたい心を込めてスタッフがラッピングさせていただきます。 
プレジール出水店
出水市向江町 2-36
☎0996-63-4548
営業 10:00 ～ 20:00

薩摩川内店　薩摩川内市平佐町 1691-5　☎0996-20-8787
霧島店　　　　霧島市国分野口東 8-40-2F　☎0995-46-5878
鹿屋店　　　　鹿屋市寿 4 丁目 3097－1　☎0994-44-5838









Ⓕ62-4812



入居者の家族が安心できて
元気で活力ある健康で楽しい
老後生活をお手伝い致します。 

地域の病院・施設・歯科の情報が満載！
ご家族が安心してご利用できる施設のご紹介です
地域の病院・施設・歯科の情報が満載！
ご家族が安心してご利用できる施設のご紹介です

便利な施設所在
マップ付き

～笑顔のために～

株式会社　あたご会株式会社　あたご会株式会社　あたご会

TEL0996-79-3685 FAX0996-63-1855TEL0996-79-3685 FAX0996-63-1855
出水市上鯖渕 2215

有料老人ホームこもれびの家
デイサービスひなたの家

atago_hinatanoie



新調・表替え・裏返し・その他畳工事一式

クリニック．なかむら 62-0241 向江町２－１５
医院・診療所

三慶医院 63-2333 上鯖渕１９６６
しもぞのクリニック 63-8300 五万石町８０２
つかさとクリニック 67-5560 下知識町１５１８－１
中村章医院 67-1033 米ノ津町１２－４３
ばばぐち整形外科クリニック 64-8260 六月田町７１１
東医院 67-1861 六月田町３６０
福永内科循環器科医院 62-8200 向江町１３－２８
福元医院 67-3200 米ノ津町３－３０
みらいクリニック 79-3775 上知識町５４９
来仙医院 84-2005 野田町下名６９０９

わかすぎ皮フ科クリニック 64-1313 中央町１３９０
アレルギー科

おかだクリニック 63-7011 昭和町４５－１
胃腸消化器内科・同外科

クリニック．なかむら 62-0241 向江町２－１５
恒吉医院 82-0048 高尾野町柴引１５１５

出水眼科 62-8350 昭和町２６－６
西出水眼科 62-8810 上知識町８１５

眼科

矯正歯科

わかすぎ皮フ科クリニック 64-1313 中央町１３９０
形成外科

境田医院 67-2600 米ノ津町３５－２０
産婦人科

広瀬産婦人科医院 62-1559 昭和町１５－２０

歯科

歯科口腔外科

市川耳鼻咽喉科医院 63-3151 緑町４３－４１
耳鼻咽喉科

せき耳鼻咽喉科クリニック 64-1187 大野原町７１
吉田耳鼻咽喉科医院 62-0170 本町３－５

キッズクリニック 63-7707 向江町１９－２４
小児科

こどもクリニック永松 64-1500 平和町２５－２
二宮医院 62-0167 本町４－４５

小児歯科

精神科
出水病院 62-0419 麓町２９－１
　グループホームあたご寮 63-2878 麓町３０－６８
　グループホームふもと寮 62-9501 麓町７９３
　こころのふれあいサロンおやっとさぁ 62-0418 黄金町４４３－２
　地域活動支援センター集 62-7399 麓町３０－６３
荘記念病院 82-3113 高尾野町下水流８６２－１
精神科デイケアセンターわくわく 82-4500 高尾野町下水流８６２－１

米ノ津メンタルクリニック 68-8081 米ノ津町２０－２２
心療内科

前田こころとからだのクリニック 79-4551 本町６－１０

ばばぐち整形外科クリニック 64-8260 六月田町７１１
整形外科

平田整形外科クリニック 62-8801 上知識町８５６

出水総合医療センター 67-1611 明神町５２０
総合病院 内科

脳神経外科

皮膚科

泌尿器科

出水郡医師会立第二病院 82-5900 高尾野町柴引２５７４
病院・療養所

出水市高尾野診療所 82-0017 高尾野町大久保３８１６－２８
出水市野田診療所 84-2023 野田町上名６１０３
吉井中央病院 62-3111 平和町３３６

塩山歯科 62-2634 本町１３－８
中島歯科医院 82-0020 高尾野町大久保６

石沢歯科医院 84-4411 野田町上名５８５５
上野歯科医院 63-2306 五万石町３５５
太田歯科クリニック 84-4700 野田町下名５３９０－５
おてき歯科 63-0393 上知識町７０２
柏木歯科クリニック 79-4618 高尾野町下水流９０７－４
金子歯科医院 63-2150 本町３－２２
きずな歯科 68-8133 黄金町４１７
北園歯科医院 64-2151 高尾野町唐笠木８６０
楠元内科医院・歯科 79-3351 平和町２２４
こじま歯科医院 63-4618 中央町１１８０－３
椎原歯科医院 67-4111 六月田町９９７
しお歯科医院 67-5844 下鯖町１４６８－１
塩山歯科 62-2634 本町１３－８
白男川歯科医院 63-0009 向江町２７－１１
田畑歯科医院 62-0888 大野原町７３－１４
ちゃえん歯科 67-2325 六月田町５６７－１
つばさ歯科 62-8519 西出水町１６５６
徳森歯科医院 67-3608 米ノ津町１６－２６
中島歯科医院 82-0020 高尾野町大久保６
橋口歯科医院 63-2330 中央町１５８５
はしぐち歯科クリニック 62-8241 上知識町５４８
福原歯科医院 63-2501 緑町１９－２０
水野歯科医院 82-0064 高尾野町柴引２７８７－１５
村岡歯科医院受付 62-0601 昭和町４４－１
よしだ歯科クリニック 79-3443 高尾野町大久保２８４７－２

ちゃえん歯科 67-2325 六月田町５６７－１
中島歯科医院 82-0020 高尾野町大久保６
はしぐち歯科クリニック 62-8241 上知識町５４８
水野歯科医院 82-0064 高尾野町柴引２７８７－１５

ちゃえん歯科 67-2325 六月田町５６７－１
中島歯科医院 82-0020 高尾野町大久保６
はしぐち歯科クリニック 62-8241 上知識町５４８
水野歯科医院 82-0064 高尾野町柴引２７８７－１５

三慶医院 63-2333 上鯖渕１９６６
しもぞのクリニック 63-8300 五万石町８０２

荘記念病院 82-3113 高尾野町下水流８６２－１
恒吉医院 82-0048 高尾野町柴引１５１５
林泌尿器科クリニック 64-8800 明神町２３５５
友愛クリニック 64-2101 高尾野町大久保２０１２－１

さくら通りクリニック 62-2311 平和町２２８

よう皮ふ科医院 63-1112 平和町１３３－１
わかすぎ皮フ科クリニック 64-1313 中央町１３９０

林泌尿器科クリニック 64-8800 明神町２３５５

よしだ泌尿器科クリニック 63-7800 黄金町４２７－１

楠元内科医院 62-8600 平和町２２４
クリニック．なかむら 62-0241 向江町２－１５

おかだクリニック 63-7011 昭和町４５－１

病院案内病院案内
Hospital guidance





サンキュー出水店 プラッセだいわ出水店 だいわ高尾野店

エーコープ江内店 エーコープ高尾野北部店エーコープ米ノ津店

エーコープ野田店エーコープ西いずみ店

出水市役所本庁・高尾野支所・野田支所

出水市商工会議所 鶴の町商工会本所・野田支所

スーパーよしだ米ノ津店 スーパーよしだ鹿島店 スーパーよしだ西ノ口店

スーパーよしだ tomorrow 高尾野店 スーパーよしだ tomorrow 下水流店

ファミリーマート文化町店 ファミリーマート出水向江町店

ルミエールいずみ ルミエールこめのつ ルミエールたかおの

セブンイレブン出水向江町店 セブンイレブン出水インター店

ファミリーマート米ノ津店 ファミリーマート高尾野中央店

ローソン出水高尾野店 ローソン出水野田店 ローソン大野原店

ローソン米ノ津店 ローソン六月田店

ファミリーマート出水明神店 ファミリーマート出水中央店

ニシムタ出水店 スーパーセンタートライアル出水黄金店

セブンイレブン緑町店 アイショップみやもと

TSUTAYA 出水緑町店 生活雑貨プレジール ㈱あたご会

㈲桑原建築 南津建築

マッハ出水店 ドウワキ自動車販売㈲ ㈲吉田自動車建機産業



プレジール
生活雑貨 出水店

薩摩川内店
◎店長候補も募集中！（販売経験者歓迎）
◎日数・時間はお気軽にご相談ください♪
◎店長候補も募集中！（販売経験者歓迎）
◎日数・時間はお気軽にご相談ください♪

おトクな社員割引もあります！ 複数名募集のため、スタートが同時の方もいるので安心です‼

新体制によりスタッフ大募集新体制によりスタッフ大募集新体制によりスタッフ大募集
みんなでお客様の笑顔あふれるお店を作りましょう！みんなでお客様の笑顔あふれるお店を作りましょう！

出水店

出水市向江町 2-36

☎0996-63-4548
営業 10:00 ～ 20:00

薩摩川内店

薩摩川内市平佐町 1691-5

☎0996-20-8787
営業 10:00 ～ 20:00

出水店

出水市向江町 2-36

☎0996-63-4548
営業 10:00 ～ 20:00

薩摩川内店

薩摩川内市平佐町 1691-5

☎0996-20-8787
営業 10:00 ～ 20:00

接客 ・ レジ ・ 電話対応 ・ PC 入力 ・ 店内外清掃など
（正社員は仕入 ・ 管理含む）

正社員
販売員

パート
販売スタッフ

４勤 1 休
勤務表による

4 ～ 5 日 / 週
勤務表による
勤務日数は
相談に応じます

①  9：30 ～ 18：30
②12：00 ～ 21：00
　　( 休憩 60 分）
　　　交代制

①  9：30 ～ 16：00
②15：30 ～ 21：00
( 休憩 30 分）
勤務時間は

相談に応じます

152,200 円
各種保険完備
通勤手当有り
賞与年 2 回
社員割引有り

830 円～ 850 円
雇用保険有り
労災保険有り
社員割引有り
使用期間有り

出水市 緑町44-41 

☎0996-63-0598  TSUTAYA 出水緑町店

　　　　　　月給 159,520円 
＊書籍・文具・雑貨・ＣＤ・ＤＶＤ・ゲームソフトの販売
＊ＣＤ・ＤＶＤのレンタル
＊商品の仕入れ及び発注等の商品管理と売場の管理
＊レジでの接客
勤務時間8：30～17：30・9：30～18：30・13：00～22：00
※14：00～23：00（月に3～4回程度）　
休憩時間60分　年間休日89日＊シフト表により勤務
賞与年二回・通勤手当・各種保険完備

正社員 　　　　　　　　時給 830円
A（夜間）【平日のみ】・B（夜間）
書籍・文具・DVDレンタル等の販売及びレジ業務
※レジ業務、商品の在庫確認・予約・商品の検索等
※その他、商品のラッピング　など 

22 時以降　時給 1,037 円　（深夜割増含む）

勤務時間 18：00～23：00・19：00～23：00
休日 A週休二日・Bシフト制
通勤手当・雇用保険・労災保険

パート販売員





出 水 市・

今、未来のために
   私たちができること
「SDGs パートナー協定」

出水ロータリークラブ
第2730地区


