カルナヘルスサポートで
一緒に働いてみませんか
保健指導員（看護師・保健師・管理栄養士）／電話
オペレーター／SE・プログラマー／顧客サポート
・事務所には60名程度のスタッフがおり、女性がほとんどです。
・指導の際には、マニュアルやトークフローがあり、資料やデモな
どで丁寧な教育を行っています。対象者へ保健指導するときも、慣
れないうちはリーダーが横に付き添ってサポートします。
・業務はすべて事務所内で行うので、
指導の中でわからないときはすぐに先輩に
聞ける環境なので途方にくれたりすること
もありません。
・CGMやセンサー機器をつかった
専門的かつ先進的な指導を身に着ける
ことができます。

・糖尿病専門医が立ち上げた会社なので、先生たちの講義を受けた
りすることもできますし、指導の中で解決の難しい事例などがあれ
ば医師に相談できる体制も整っています。
・経産省、総務省の委託事業で
先進的なシステム開発なども
行っています。

株式会社カルナヘルスサポート

住所：〒812-0024 福岡市博多区綱場町1－16

業務内容：顧客サポート

スタッフ募集

（フルタイム）
契約をして頂いているお客様（健康保険組合の保険者様）と

資格/特技

電話でのやり取りや、契約書類などの書類作成などをお願いしま
す。
1 週間に１回程度、お客様先に定期訪問として九州、広島など

・資格は必要ありません
・ワード、エクセルがある程度
使える方

へ出張していただきます。
（基本的には日帰りできる場所です。公共交通機関で出張して
いただきます）

条件

≪就業場所≫
福岡市博多区綱場町１－１６
地下鉄呉服町下車徒歩 2 分
≪応募方法≫
① 履歴書 （写真貼付）送付
② 面接
※事前にご連絡の上、履歴書·職務経

■月額：208,000 円
＊基本給計算式：時給 X8HX20 日
時給 1,300 円
■雇用形態
短期契約社員
雇用期間の定めあり：3 ヶ月
契約更新の可能性あり（条件あり）

歴書を所在地まで送付して下さい。書

＊社員登用制度あり

類到着後、7 日以内にご連絡いた し

＊更新条件 ：本人の就労状況による

ます。

（能カ・実績により昇給あり）
＊昇給は本人実績及び会社業績による

連絡先：050-5306-1092
担当：花村
≪選考結果通知≫
7 日後をめどに電話でお知らせします

■就業時間
９:00 ～18:00（相談に応じます）
＊育児休暇あり、年間休日数 124 日
＊6 か月経過後の有給 10 日／年
＊夏季休暇、年末年始休暇あり
＊就業規則 あり
■交通費
実費（上限あり）毎月 20,000 円まで

スタッフ募集

業務内容：業務システムの改修・新規開発
（フルタイム）
業務システムの改修

資格/特技
・システムエンジニア

システムの新規開発
業務支援用マクロ作成
お客様への提出資料作成

・プログラマー

条件

VBA,JAVA,HTML,JavaScript の
経験があれば尚可
≪就業場所≫
福岡市博多区綱場町１－１６
地下鉄呉服町下車徒歩 2 分
≪応募方法≫
① 履歴書 （写真貼付）送付
② 面接

■月額：208,000 円～
＊基本給計算式：時給 X8HX20 日
時給 1,300 円～ ※経験実績による
■雇用形態
短期契約社員
雇用期間の定めあり：3 ヶ月
契約更新の可能性あり（条件あり）
＊社員登用制度あり
＊更新条件 ：本人の就労状況による
（能カ・実績により昇給あり）

※事前にご連絡の上、履歴書·職務経

＊昇給は本人実績及び会社業績による

歴書を所在地まで送付して下さい。書

■就業時間

類到着後、7 日以内にご連絡いた しま

９:00 ～18:00（相談に応じます）

す。

＊育児休暇あり、年間休日数 124 日
＊6 か月経過後の有給 10 日／年

連絡先：050-5306-1092
担当：花村
≪選考結果通知≫

＊夏季休暇、年末年始休暇あり
＊就業規則 あり
■交通費
実費（上限あり）毎月 20,000 円まで

7 日後をめどに電話でお知らせします
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スタッフ募集

業務内容：コールセンターテレフォンオペレーター

（フルタイム）
健康保険組合から委託された保健指導の参加勧奨電話

資格/特技

電話結果のシステム入力

・コールセンターテレオペ

条件

（簡単なパソコン操作があります）

タッチタイピングで入力できる方）
オペレータ 経験者尚可
≪就業場所≫

■月額：208,000 円
＊基本給計算式：時給 X8HX20 日
時給 1,300 円
■雇用形態

福岡市博多区綱場町１－１６

短期契約社員

地下鉄呉服町下車徒歩 2 分

雇用期間の定めあり：3 ヶ月

≪応募方法≫
① 履歴書 （写真貼付）送付
② 面接

契約更新の可能性あり（条件あり）
＊社員登用制度あり
＊更新条件 ：本人の就労状況による
（能カ・実績により昇給あり）
＊昇給は本人実績及び会社業績による

※事前にご連絡の上、履歴書·職務経

■就業時間

歴書を所在地まで送付して下さい。書

交代制

類到着後、7 日以内にご連絡いた しま

(1) 09:00 ～18:00

す。

(2) 10:00 ~ 19:0（相談に応じます）
＊育児休暇あり、年間休日数 124 日

連絡先：050-5306-1092
担当：花村
≪選考結果通知≫

＊6 か月経過後の有給 10 日／年
＊夏季休暇、年末年始休暇あり
＊就業規則 あり
■交通費
実費（上限あり）毎月 20,000 円まで

7 日後をめどに電話でお知らせします
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スタッフ募集

業務内容：コールセンターテレフォンオペレーター

（パートタイム）
健康保険組合から委託された保健指導の参加勧奨電話

資格/特技

電話結果のシステム入力

コールセンターテレオペ

条件

（簡単なパソコン操作があります）

タッチタイピングで入力できる方）
オペレータ 経験者尚可
≪就業場所≫

■ 時給 1,200 円
＊基本給計算式：時給 X8HX20 日
■雇用形態
短期契約社員

福岡市博多区綱場町１－１６

雇用期間の定めあり：3 ヶ月

地下鉄呉服町下車徒歩 2 分

契約更新の可能性あり（条件あり）

≪応募方法≫
① 履歴書 （写真貼付）送付
② 面接

＊更新条件 ：本人の就労状況による
（能カ・実績により昇給あり）
＊昇給は本人実績及び会社業績による
■就業時間
下記のうち、6 時間（相談に応じます）

※事前にご連絡の上、履歴書·職務経

09:00 ～19:00

歴書を所在地まで送付して下さい。書

＊週休 2 日

類到着後、7 日以内にご連絡いた しま

＊土日祝日に出勤可能な方、歓迎

す。

＊夏季休暇、年末年始休暇あり
＊法定の有給あり

連絡先：050-5306-1092
担当：花村

＊就業規則 あり
■交通費
実費（上限あり）毎月 20,000 円まで

≪選考結果通知≫
7 日後をめどに電話でお知らせします

4

業務内容：保健指導

スタッフ募集

（フルタイム）
特定保健指導・重症化予防

資格/特技

（電話やテレビ電話などを使って遠隔で指導を行って頂きます）
対面指導はほとんどありません

正看護師／保健師／管理栄養士

条件

臨床経験 2 年以上
または
保健指導経験 1 年以上
（簡単なパソコン操作があります）
≪就業場所≫

■月額：240,000 円
＊基本給計算式：時給 X8HX20 日
時給 1,500 円
■雇用形態
短期契約社員

福岡市博多区綱場町１－１６

雇用期間の定めあり：3 ヶ月

地下鉄呉服町下車徒歩 2 分

契約更新の可能性あり（条件あり）

≪応募方法≫
① 履歴書 （写真貼付）送付
② 面接

＊社員登用制度あり
＊更新条件 ：本人の就労状況による
（能カ・実績により昇給あり）
＊昇給は本人実績及び会社業績による
■就業時間

※事前にご連絡の上、履歴書·職務経

交代制（相談に応じます）

歴書を所在地まで送付して下さい。書

(1) 09:00 ～18:00

類到着後、7 日以内にご連絡いた しま

(2) 10:00 ～19:00

す。

＊育児休暇あり、年間休日数 124 日
＊6 か月経過後の有給 10 日／年

連絡先：050-5306-1092
担当：花村
≪選考結果通知≫

＊夏季休暇、年末年始休暇あり
＊就業規則 あり
■交通費
実費（上限あり）毎月 20,000 円まで

7 日後をめどに電話でお知らせします

5

業務内容：保健指導

スタッフ募集

（パートタイム）
特定保健指導・重症化予防

資格/特技

（電話やテレビ電話などを使って遠隔で指導を行って頂きます）
対面指導はほとんどありません

正看護師／保健師／管理栄養士

条件

臨床経験 2 年以上
または
保健指導経験 1 年以上
（簡単なパソコン操作があります）
≪就業場所≫
福岡市博多区綱場町１－１６
地下鉄呉服町下車徒歩 2 分
≪応募方法≫
① 履歴書 （写真貼付）送付
② 面接

■ 時給 1,400 円
＊基本給計算式：時給 X8HX20 日
■雇用形態
短期契約社員
雇用期間の定めあり：3 ヶ月
契約更新の可能性あり（条件あり）
＊更新条件 ：本人の就労状況による
（能カ・実績により昇給あり）
＊昇給は本人実績及び会社業績による
■就業時間
下記のうち、6 時間（相談に応じます）
09:00 ～19:00

※事前にご連絡の上、履歴書·職務経

＊週休 2 日

歴書を所在地まで送付して下さい。書

＊土日祝日に出勤可能な方、歓迎

類到着後、7 日以内にご連絡いた しま

＊夏季休暇、年末年始休暇あり

す。

＊法定の有給あり
＊就業規則 あり

連絡先：050-5306-1092
担当：花村

■交通費
実費（上限あり）毎月 20,000 円まで

≪選考結果通知≫
7 日後をめどに電話でお知らせします
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