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駅乗車券販売 職員
《藤崎宮前・堀川駅で活躍しませんか》
経験不問、制服・電鉄バス＆電車パス有
時／6:30～19:00（シフト）　
休／日祝、隔週土曜　時給／750円

熊本電気鉄道㈱
北区室園1-1（北熊本駅）

☎096-343-2552 担当：中野

パ

①介護職 ②夜間介護職
復職で活躍しているスタッフも多数！
希望を無理なく活かせる職場
時間／①8:30～17:30　
　　　②18:00～翌9:30（休憩あり）
給与／①15万円～ 、時給800円～
　　　②日給8000円～1万円
休日／（正）週休2日、夜勤有、シフト制
　　　（パ）希望日
※経験資格等に応じ別途手当

介護付有料老人ホームの
求人を探している方

バックアップ制度もあります

ローズヴィラマツモト
南区野田2-31-6（優祐健康ランドそば）
☎096-358-2222 

有料老人ホーム

正社員 パート

宝くじ販売スタッフ
【熊本市全域、菊陽町の各売り場】安心の研修有
給／770円+交費 土日祝100円UP
時／9:40～18:50（実働5h、早遅番のシフト制）
詳細面談にて　お気軽にお電話を

㈱南九州商事 熊本支店
中央区花畑町4-1太陽生命第2ビル１階

☎096-323-6681（受付平日17時まで）

パ

水道料金文書 配布員
《貸与バイクで巡回していただきます》
時／8:30～17:20（1h休）エリア 委細面談
休日／土日祝　時給／1000円

雇用保険、社会保険加入、経験不問

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

契

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4ｈ～週１日～フルタイムまで
時／10：00～22：00内　希望時間で相談
待遇／笑顔手当、制服貸与、食事付、食事券毎月支給
時給UP制度・研修期間有・紹介制度
時給／780～840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
〈中高年の方も活躍中〉
扶養内・平日のみ・さまざま

百菜ブッフェ
ゆめタウンはません店
南区田井島1-2-1

☎096-370-3750 担当：店長

パ ア

①チラシ折込　②簡単な倉庫内作業
広告サービス業の会社です
主に立ち仕事になります
幅広い年齢の女性活躍中
春の、新メンバー募集！

特に難しい仕事では
ありません

コツコツ手作業中心のお仕事
作業に応じて残業お願いします

東区上南部2-6-85

☎096-285-5980 担当：山内

◆丁寧なサポート・フォローあり
研修がありますので未経験の方でも
安心してスタートできます
時給／700円～能力に応じて昇給あり
時間／8:00～18:00（実働8時間）
　　　月12日以上の勤務で応相談
※当社カレンダーによるＷワーク可
休／当社カレンダーによる※詳細面談
待遇／制服貸与
長く安定して働ける職場
詳しくは、「さくらデータサービス」で検索

パート

介護・看護のお仕事

お電話からのご相談
歓迎します！

中央区桜町1-20 西嶋三井ビル14階

0120-925-291

看護職<小規模デイサービス>
・定員15名のキレイな施設です！
時間／8:30～17:30
時給／（正）1250円～　（准）1150円～

介護職＜有料老人ホーム＞
・土日休みも相談可能です！
時間／8:30～17:30
時給／介護福祉士　1000円～
　　　ヘルパー2級　900円～

●待遇●
社保完備、交通費支給、有給あり
※時間や曜日の相談可能です
※働きながらお仕事探せます

派遣

◆求人数260件の中から一部をご紹介◆

労働者派遣事業　許可番号：派14-301172　有料職業紹介事業　許可番号：14-ユ-300992 

土・日・祝日も受付中！！

お仕事情報
←↓コチラ

ツクイスタッフ熊本 検索

週5日・看護師
《通院介助・医薬品管理・病児ケア》
時間／8:30～17:30　時給／1000円
4週8休、有給休暇、通勤手当、賞与有
要普免、社会保険完備、退職金制度有

藤崎台童園
中央区古京町3-5（藤崎台球場そば）

☎096-352-5063 担当：上田

児童養護施設

パ

10人程度の調理配膳
《調理済料理盛付・配膳》経験年齢不問
希望日休みで3h～ご相談に応ず
時間／7:00～19:00　時給／700円～
資格不問・刻み食などの簡単な業務

パ

石原循環器科内科医院
東区西原2-11-3（八反田通り）

☎096-382-3388 

葬祭アシスタント
8：00～21：00内3～4h程度　休日希望日
900円～1500円（試用期間750円）手当含
マイカーで直行直帰になります

《勤務地：玉名、南関、菊池、阿蘇》

フューネラルサポート こころ
菊池市隈府237-18

☎090-9485-4690担当：宮野

パ ワクチンの目視検査業務 複数名募集
5月上旬～9月上旬までの期間限定
時給／①研修：950円
　　　（5月上旬～6月／月～金）
②本稼働：1000円
（7月～9月上旬／月～土・祝※土は応相談）
勤務地／熊本市北区　
時間／9:00～16:00
（1Ｈ程度残業の可能性有）
応募／4月中旬締切、まずはお電話を

《未経験者大歓迎》
コツコツ簡単なお仕事

お友達同士でもご応募できます

テンプスタッフ福岡(株)熊本支店
中央区水道町8-6 朝日生命熊本ビル9F

派40-010042 職業紹介許可番号40-ユ-010132

派遣

10120-106-102担当：坂本・西居

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

パート中高年活躍中のお弁当と総菜のお店
難しいお仕事はありません
お客様の目線に立って「笑顔の接客」
時給／750円（試用期間730円）
休日／①日・祝　②③土・日・祝
時間／①8:00～13:00 ②8:00～12:00
　　　③9:30～13:30
内容／①②店頭販売とお弁当詰め
　　　③市役所でのお弁当販売
《年齢・経験不問》市役所へは送迎付

健康志向にこだわったお弁当
調理もすぐに覚えられます
お気軽にご相談ください

旬彩家 ナチュラルプラス
中央区新町3-8-10

ネオハイツ新町1階（市電蔚山町電停そば）

（平日14:00～19:00）
☎096-356-6086 担当：兼坂

パ ア

5/１新規事業所開設に伴う スタートスタッフ
職場をイチから作り上げていく
「無資格・未経験でも当社なら大丈夫！」
「笑顔」「誠意」「情熱」「チームワーク」「気付き」を大切に
こころの込もったホスピタリティを目指しています。
①ケアマネ　 （正）20万～25万円 （パ）1050円～1200円
②看護師（准）（正）18万～23万円 （パ）900円～1100円
③介護福祉士 （正）17万円～　  （パ）800円～900円
④実務者・初任者（正）16万円～　  （パ）750円～850円
⑤無資格者　（正）15万円～　  （パ）700円～800円
日勤8:30～17:30、宿直17:30～翌8:00
早出7:00～16:00、遅出10:00～19:00
※勤務時間応相談　※週休2日のシフト
パート：週2～5日程度、4～８hでご相談
入社日／即日～4月30日の間で都合の良い日。ご応募のうえ、施設見学にいらしてください

☎096-388-2721（小規模開設受付）
東区下南部2-15-11（市営下南部団地そば）

運営／リビング・ウイル・サポート 介護サービス事業部

小規模多機能ホーム

正 パ

当社主催の実務者研修（通信）、
初任者研修（通信）にて資格取得
が可能。費用は全額会社負担！

看護師
時間／8:30～17:30・16:00～翌9:00
給与／22万8900円～＋諸手当あり
　　   （夜勤手当4回＋通勤手当含む）
《2交代　実働8h　Tel後履歴書郵送》

平瀬内科医院
〒861-1112 合志市幾久冨1909-227

（マルキョウ合志店そば）
☎096-248-5227 担当：松本

正社員

ラフィネのセラピスト

私たちと一緒に
人を笑顔にしませんか
各店で積極採用中！！　人生の転機は
好きなことや新しいことを仕事にしたいと思った時
ボディケアやリフレクソロジー、アロマトリートメント
あなたの「技術」「接客」で癒しの時間を提供
《採用店舗》時間／10:00～22:00内シフト制（店舗に異なる）
（時間・曜日応相談　※土日働ける方歓迎）
ゆめタウン光の森・はません・大牟田、イオン八代、イオンモール大牟田
給与／完全出来高制　
1時間2190円～3990円（36.5～66.5円／分）＋報奨金
※社員制度あり

好きな仕事でキャリアアップを目指しませんか？
「500店舗セラピスト3000人以上！　9割が未経験」
①経験、年齢問いません　
②短期間で実践的に学べる無料研修制度
③公認セラピスト等資格取得
④ママセラピストとして活躍…など

ご応募はＷＥＢで↓
www.bodywork.co.jp
ラフィネだから安心！

正 契パ

東京都港区赤坂1-1-14 NOF溜池ビル1階
株式会社ボディワーク

10120-490-065

4月中旬～5月GWまで
百貨店イベント会場での

楽しい催事コーナー販売スタッフ
どのイベントで働くかは選択可

百貨店内催事スタッフ

サービス業界に興味がある方必見！！
貴女の笑顔で盛り上げてください
期間、時間、休日は電話でご相談下さい
時間／9:00～19：30（実働7.5～8h）
時給／ スキルアップによる昇給制度あり
　　　（850円～1200円）
交通費も全額支給で安心の事前研修
電話受付後のエントリーになります
学生さん、フリーターさん、主婦でも可
休日は相談可
詳しくは kyuujin.zensyokyo.org 掲載多数！

ナンキュウスタッフ 検索

厚生労働大臣許可43-ユ-010004(株)南九州マネキン紹介所
中央区京町1-14-8 スカイハイツ熊本1105

☎096-355-5482  担当：大坪

◆人気の販売イベント◆
4/20～25四国展

4/27～5/5 イタリア展

アルバイト

アポインター

東区新生1-44-20 第2大津ビル2Ｆ

☎096-365-6261 担当：宮本

日本健康スマイル

パート
時給／800円～1200円＋報奨金　
時間／9：00～17：00、10：00～17：00
休日／土日（週休2日制）　内容／商品
の電話案内（ノルマなし）、経験者優遇

(株)リージェントグループ

【北区】ワクチンの目視検査　時給 1000円

大手製薬メーカーでのお仕事　未経験者、大歓迎！
ご登録された方全員に粗品プレゼント！！

中央区花畑町1-1三井生命熊本ビル4階

日本郵政スタッフ株式会社
熊本支社

業務内容／小瓶の中に異物等の混入がないか等を目視で確認します。
時給／1000円（研修時給950円＋皆勤手当あり）
時間／9：00～16：00
　　　※7/1（本稼働）以降、1時間程度の残業の可能性あり
勤務地／北区大窪（中心部より車で15分）
期間／5/9　（随時スタート）～9/2まで
勤務曜日／研修期間（6月末まで）月～金曜　本稼働期間
　　　　　（7/1以降）月～土曜（土曜不可の方は応相談）
待遇／車通勤可、制服貸与あり、社員食堂あり、雇用保険・社会保険加入必須
　　　※職場見学は、4/11（月）～予定
　　　お友達同士でのご応募、お待ちしております。

0120-450-752 

派遣

派13-303102

リビング求人ガイド
パ…パート ア …アルバイト正 …正社員 契 …契約社員 派 …派遣社員 ●次回掲載は4月16日号です

☎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～国も女性の活躍を推進！～

ポスティングスタッフ大量募集！！
40～50名以上採用予定！！
内容／熊本市が発行する情報誌のポスティングをします。
　　　毎月20日～月末までの7日間勤務
勤務地／①熊本市内のお好きなエリアを選べます。
　　　　②会社指定のエリアです。
時間／①8：00～20：00の間で好きな時間勤務
　　　②9：00～18：00（実働8時間）
　　　　ともに週3日以上勤務できる方
給与／①時給720円②時給1000円
資格／未経験者・主婦（夫）・フリーター大歓迎！！
　　　シニア応援中！　50代～60代も活躍中！
　　　②は車・原付バイク持込み歓迎（燃料費実費支給）
大切な情報をお届けする社会貢献度の高いお仕事です 服装自由、髪型自由

主婦の方やＷワークで働く方も活躍中！
まずは気軽にお問合せ下さい大阪市西区江戸堀1-4-27、日宝江戸堀ビル5Ｆ

☎06-4256-8900 受付時間9：00～18：00

株式会社　ラパンプラス

市役所が発行する広報誌の配布Ｓtaffパート

看護師・准看護師・看護助手
ブランクがある方
未経験の方でも大歓迎！！
丁寧な指導をいたします。

南区出仲間5-2-2

☎096-378-2222 担当：堀田

①看護師（常勤）月固27万円～36万円
②看護師（夜勤専従）月固33万円
③准看護師（常勤）月固22万2000円～29万円
④准看護師（夜勤専従）月固29万円
⑤看護助手（常勤）月固15万9000円～　
　　　　　　　　　　17万1000円
⑥看護助手（夜勤専従）月固18万円
時間／①③⑤8:30～17:30、
　　　夜勤/16:00～翌9:00
　　　②④⑥16:00～翌9:00（月10回）
休日／当院規定による
待遇／交通費支給、年昇給1回、賞与2
　　　回、長期休暇有、各種保険完備、
　　　他諸手当有
応募／随時、電話後履歴書をご持参く 
　　　ださい　※各種パート応相談

パート正社員

見学も行っておりますので
お気軽にどうぞ！

簡単目視検査 150 名大募集開始！！
今年も始まりました！！　150名大募集。未経験者大歓迎
毎年大人気のお仕事です★　ご応募はお急ぎ下さい！！

未経験者でも安心の
簡単なお仕事です！！
面接者にはうれしい
★グッズプレゼント★

北区徳王1-6-52、ＴＫＵぷらざ2Ｆ
派43-010034

☎096-359-3412 担当：江里口

㈱ＴＫＵヒューマン

給与／時給1000円～1050円（研修中は時給950円）
　　　+皆勤手当5000円別途支給
時間／9：00～16：00（6月末までの研修中は残業なし、
　　　7/1以降17：00までの残業あり）
勤務地／北区大窪１丁目（ＴＫＵより北へ車で2分）
休日／土日（7/1以降希望者のみ土曜出勤可能）
期間／4/18～（随時）9/2まで（６月末までは研修期間）
備考／車通勤可能、制服有、冷暖房完備
内容／イスに座って5cm位の小さな瓶の中に入っている、液体に不純物
　　　が入ってないか目で確認していただくお仕事です。

派遣


