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美 リビング求人ガイド
パ…パート ア …アルバイト 委 …委託業務正 …正社員 契 …契約社員 派 …派遣社員

ショッピングセンター清掃
勤務地／東区石原1丁目（熊本IC近く）
時間／ 7:00 ～ 11:00  
休日／シフト制（日数応相談）
時給／750円（試用期間有）

（株）第一ビルサービス
中央区新町1-7-28

☎096-352-0306 

パ店舗内清掃
地／熊本市中央区　休／シフト制
時／①9:00～18:00　③23:00～24:30
　　②18:30～23:00  （深夜割増有）
時給／①②800円 ③1000円：交通費

（株）第一ビルサービス
中央区新町1-7-28

☎096-352-0306

アパ正 アンケート調査員
視聴率でおなじみの会社です！！
勤務／熊本市内（時間帯は自由です）
報酬／出来高払い　資格／年齢不問
※詳細は電話にて説明（7日以降受付）

(株)ビデオリサーチ
福岡市中央区天神2-14-13

10120-48-3737

委託 病院内清掃
給与／正）時給720円～
　　　パ①）時給720円～
　　　パ②）時給750円～
時間／正）8:30～17:00（月～金）
　　　　  8:30～12:15（土）／日曜休
　　　パ①）8:30～14:30（月～金）
　　　　  8:30～12:00（土）／日曜休
　　　パ②）16:30～20:00（月～金）

東区湖東1丁目での勤務
資格不問！　未経験者大歓迎！！
社保完備、車通勤可、交通費支給

熊本綜合管理(株)
東区石原1-11-24

☎096-389-1122 担当：佐藤

正社員 パート

入院請求事務1名募集
内容／入院請求に係る事務（チェック
業務等）　給与／当院規定　
時間／8:30～17:00　休日／土日祝　
※3/11迄に履歴書を郵送して下さい

済生会熊本病院
南区近見5-3-1

☎096-351-8074（人事直通）
 担当：人事室・長松

契 薬剤事務2名募集
内容／調剤業務補助 給与／当院規定
時間／9:00～17:30　休日／土日祝
（月に1回程度休日当番出勤有り）
※3/11迄に履歴書を郵送して下さい

済生会熊本病院
南区近見5-3-1

☎096-351-8074（人事直通）
 担当：人事室・長松

契約薬剤師
《働きやすい環境を整えております》
時間／正）8:30～18:30の内、3交代制
　　 パ）9:00～（勤務時間は応相談）
休日／日祝　給与／委細面談

(有)城山薬局
西区上代7-29-17

☎096-319-4649 担当：上水

正社員 パート

①看護師 ②医療事務・クラーク正 正 パ
下江津に4月開院！オープニングスタッフ募集
給／①正/18万5000円～　②正/14万3000円～、
パ/800円～　時／平8:45～18:30、土8：45～16：
00、パ/週3日勤務　応／電話後、履歴書送付

みうら小児科クリニック
東区下江津7-7-20

☎096-389-7322 担当：三浦

保育士・看護師
①保育士9：00～16：00（月～金）
②看護師9：00～17：00（月～金）
①時給850円　②時給950～1050円
職員の和を大事にする保育園です

津久礼ヶ丘保育園
社会福祉法人共生会

菊池郡菊陽町津久礼2-3

☎096-288-6591 担当：大塩

パート

サポートスタッフ募集（受付・接客）
マイホーム購入の相談窓口。購入検討のお客様を
トータル的にサポート。経験がなくても大丈夫！！
勤務地／帯山店・流通団地店（2店舗）
内容／最初から専門知識は必要ありません。勉強会を予約された
　　　お客様の受付や、勉強会の進行サポートなどをお願いします
給与／月給19万円～+資格手当+奨励金
時間／ 9：45～19：00　
休日／週休2日（水曜＋シフト1日）夏季年末年始・有給休暇有　
資格／普通免許保有者　待遇／安心の社会保険完備
応募／まずはお気軽にお電話ください。面接時に履歴書持参
　　　いただきます。応募受付は帯山店のみで行います
未経験者大歓迎です！スタッフ皆でこれから入社されるあなた
をフォローしますので、ご安心ください

0120-934-829 担当：藤本
〒862-0924 熊本市中央区帯山5-32-15

正

土地探しや住宅会社との
出会いをお手伝いします

調理職員
時給／800円  ※週5日  時短・午前中勤務
時間／平日8:00～12:00 土8:00～12:30
＜職場見学してみませんか？詳細面談＞
飲食店での経験がある方歓迎

大江保育園
中央区大江2-18（熊本学園大そば）

☎096-364-2090

パート

「笑顔あふれるauショップ」アドバイザー
春入社採用、正社員で仕事を続けたい
就職・転職を考えている方を応援!!
ひとりのお客様に複数スタッフで対応しながら
チームプレイでフォローし合いますので経験は必要ありません
時間10:00～20:00　シフト制　月8日休　賞与・昇給・各種保険
〈白山通り・ゆめタウンはませんで採用、ノルマなし、安定の正社員〉
給与18万円～（各種手当含む）＋能力給＋残業代全額

やりがいから発見できるお仕事なんです
「まずは来店のお客様に対して受付をするところから安心してはじめられます」
①アイデアや企画力も活かせる
②好きなものに囲まれて働ける
③たくさんの人と関われる
④スキルが身に付く…など

☎096-372-0415
中央区九品寺5-8-7（マクドナルドそば）
白山通り

正

年齢・経験不問　時短勤務も相談
しっかりサポートするので安心
好きなことだから楽しく働ける

家庭用ミシン修理・点検の相談員
電話ミシンオペレーター新STAFF 1日4h～
自分で休日が組めるシフト　頑張評価
給与／時給800～1500円＋報奨金
休日／日・祝
時間／9：00～13：00　実働4ｈ
　　　休日以外の休みは応相談
交通費・車通勤・簡単な研修あり
※未経験でもフォローあり
働きやすい職場　お気軽に相談を

服装自由、勤務形態はシフト制
ノルマ無しなのに

しっかりインセンティブ還元

㈱ECOグループミシン事業部
南区島町3-8-34（熊本銀行交差点横）
0120-17-3131 担当：永汐
エコグループ 検索

パ

新規募集 エントリースタッフ

お好きな時間と曜日を
自由にチョイス

仕事内容／院内での日常清掃業務
　　　　病院内、玄関・ロビー、医局、事務室、食堂ほか
　　　　WC・浴室の清掃など
勤務地／医療法人 創起会 くまもと森都総合病院
　　　　中央区新屋敷1-17-27（旧NTT病院）
出勤体系／7：00～20：00間で3～8時間程度の勤務
　　　　勤務例：7：00～11：00、9：00～17：00、
　　　　9：00～13：00、13：00～17：00、16：00～20：00など
　　　　※ただし、シフト勤務による変動あり
休　日／シフト制（週休2日制）
　　　　※１カ月～2週間前までに出勤希望日を提出
時　給／平日800円、土・祝850円
　　　　※平日の早朝9：00まで、17：00以降
交通費／交通費実費支給
　　　  （月額上限1万5000円まで）

「いつもきれいで気持ちいい」
「ありがとう！」その言葉が私
たちのやりがいです

0120-303-903 （採用担当迄）

福岡支社／福岡市博多区須崎町7-22-3F
TEL.092-283-1155

パート アルバイト

随時面接実施中!!
幅広く募集しますので、
お気軽にご応募ください

※面接時には履歴書（写真付）をご持参ください

あなたに合った働き方があります
フルタイムor扶養内or午前中のみ

まずは福岡支社へご連絡下さい

熊本駅徒歩１分　ルームメイク
かけ持ち可　掃除が好き
スキルや資格はいりません
研修が充実しているので未経験でも
始めやすい仕事です
時間／９:００～１５:００内で４h程度
昇給・皆勤手当・制服貸与・シフト勤務
時給／８５０円～　休みは事前申告

【学生～中高年在籍】未経験でも安心

素敵なおもてなしをしましょう
この春から新しいお仕事を
一緒にはじめませんか

㈱セイビ九州
西区春日1-35-1　ホテルニューオータニ熊本内7F事務所

☎096-326-5069
☎090-7605-2726 担当／新立

パートレストラン×春の採用　ホール・キッチン
希望条件でお仕事ができます
高校生・短期・自由シフトで
1日3ｈ～週１日～フルタイムまで
「和食を極めるメニュー」レストラン庄屋
時／10：00～23：00内　希望時間で相談
待遇／笑顔手当、制服貸与、夜勤務の方食事付
時給UP制度・研修期間有・食事券毎月支給
時給／820円＋交通費規定補助
電話orWebでエントリーこの春バイトデビュー 気軽に応募

まずは、好きな時間からスタート
飲食事業のメンバー募集
扶養内・平日のみ・さまざま

レストラン庄屋 
熊本十禅寺店

南区十禅寺2-8-6 くまもと食遊楽園内（南署そば）

☎096-319-1221 

パ ア

ビジネスホテル・店舗　お掃除
空いている時間を有効活用！！
シフト自由で働きやすい　掛け持ち可
①②10：00～14：00　※応相談
③14：00～18：00（3ｈ） ④10：00～13：00
①グリーンリッチホテル水前寺　700円～＋交通費 
②ジーアールホテル銀座通　700円～＋交通費 
ヤマダ電機③本店④御船店　694円＋交通費
休／シフト制

短時間で扶養控除内で
お探しの方にもおススメ

面接は希望場所まで伺います

㈱千代田
菊池郡大津町室1011-1
☎096-294-1613

☎090-8627-1744担当：家入

パート

受付事務≪複数名≫
《選べるシフト相談・経験不問》

給／750円＋交通費　時／①8:20～12:50 ②12:50～
17:20  ③8:20～17:20　休／土日祝　市上下水道局内
窓口電話受付・事務又は熊本市役所内窓口受付・事務

第一環境㈱
中央区水前寺6-3-6　ヨネザワ第2ビル

☎096-285-5036 担当：土屋・村上

パ

やる気スイッチグループ 幼児教室講師
【少人数制、業界経験は不問です！】
資格／育児経験者・幼児園、
　　　保育園での指導者歓迎
時間／10：00～18：00の間　
　　　週2日　1日1時間から可
時給／1コマ60分1000円～
　　   （試用期間3ヵ月有）
休日／日・祝休み　
各種保険、規定内交通費、委細面談

育児経験や幼児指導など
あなたの経験を活かして
働いてみませんか？

チャイルド・アイズグランパレッタ熊本校
中央区大江4-2-65（旧ダイエー横グランパレッタ熊本1F）

☎096-245-6306

パート

3月始動 美容のスペシャリストを目指しませんか

美容のプロを育成する
新しい研修制度

安心してスタートできます

プレジール・ケイコ店
東区石原1-2-73（ミスターマックス 熊本インター店ウラ）
☎090-8763-3189 担当：中村

『ショップオーナー養成コース』
今までとは違う、高収入を目指せる制度
①②ショップオーナー養成コースは研修中も
報酬保障（各コース条件あり）+交通費

〈月報酬例〉
セカンドキャリアを目指すコース ①25万円　②20万円
自信がついたらステップアップコース ③15万円
①②大卒、美容専門学校卒、営業、販売、
美容経験、正社員の経験者対象　50歳迄
③不問　詳細はご相談ください
働き方、福利厚生詳細はご説明いたします
（メール受付）mm20254@mail.pola.co. jp
私たち「きれいになれる感動」を
目指しています

委

新生POLAが会社をあげてバックアップ
《プロ養成プログラムスタート》

即日～、随時スタート　知識不要
業界への興味と接客が好き
あなたのチャレンジを
お待ちしています

販売系（ファッション・アパレル・アクセサリー）派遣

「いろいろな商品との出会い」が
美意識へとつながり、やりがいにつながります！
時間／9:00～19：30（実働5～7.5h）
給与／1100円～＋交通費
事前研修で安心のスタート
電話受付後のエントリーになります
男女ともにご応募ください　
休日は相談可（シフト制）
働き方に合ったお仕事探しをサポート
詳しくは kyuujin.zensyokyo.org 掲載多数！

ナンキュウスタッフ 検索

一般労働者派遣業（般43-010089）厚生労働大臣許可㈱ナンキュウスタッフ 中央区京町1-14-8 スカイハイツ熊本1105

☎096-355-5482  担当：大坪

◆他多数お仕事情報あり◆
短期・長期どちらも歓迎
希望条件相談OK

新しい環境で気持ち良く働きませんか
ヘアカラー専門店のスマイルカラー
業務拡大につき美容師・理容師求む！
職種／①美容師、理容師　②受付　③マネージャー
給与／①正/15万円～35万円　①パ/900円～　②パ/800円～
　　　③正/20万円～40万円　パートの方は土日祝日の時給UP
時間／9：30～19：00（シフト制）
休日／正/月4～6日（休日応相談）土日祝日休み可能
　　　年末年始、お盆、GW休みあり
　　　パ/週1日、3ｈから勤務可能です　
資格／①美容師免許もしくは理容師免許
　　　②③資格は必要ありません
勤務地／小峯店/東区小峰2-6-68（スーパーキッド小峯店そば）
　　　    宇土店/宇土市北段原町73（宇土市役所そば、宇土ピア内）

☎096-373-0711 担当：上田
中央区迎町2-4-5 レンザンビル2階
㈲相生プランニング

正 パ ア

子育中のママも多数活躍中！
新店舗OPEN予定、大江・麻生田ほか
入社祝金10万円あり※規定あり

●次回掲載は3月19日号です

～国も女性の活躍を推進！～

☎096-359-3412
FAX096-312-3153

担当：森本
北区徳王1丁目6-52

TKUヒューマン

FAX050-1351-3763
西区中原町495

担当：藤本

☎090-7167-9774
f-tｗoエフ・ツー

1枠8000円（税別） 2枠16000円（税別）掲載料金

広告のお申し込み


