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美 リビング求人ガイド ☎096-359-3412
FAX096-312-3153FAX050-1351-3763

担当：森本
西区中原町495 北区徳王1丁目6-52

担当：藤本

TKUヒューマン
☎090-7167-9774
f-tｗoエフ・ツー

1枠8000円（税別） 2枠16000円（税別）

●次回掲載は6月4日号です

掲載料金
広告のお申し込み

パ …パートア …アルバイト 委 …委託業務正 …正社員 派 …派遣社員

～熊本復興のためにはあなたのチカラが必要です～

電話案内スタッフ
同窓会冊子完成の案内をする仕事です
時／9:00～13:30　休／日祝隔週土
時給／800円～＋交通費（ノルマ無）
※雇保、車通勤【未経験でも研修有】

㈱旭出版
上益城郡益城町広崎497-2（グランメッセ近く）

☎096-289-1300

パ

学童クラブの指導員
資格／保育士、幼稚園、小学校教諭
放課後児童の保育　時間／13:30～18:00内
4.5時間）※春・夏休み8:00～　休日／要相談
時給／810円（試用期間750円）　増設のため募集

合志南小学童保育
ひまわりクラブ
合志市豊岡2224-29

☎096-248-8889 担当：ぬたはら

パ

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
特別な資格や経験は不要！

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

6/１～百貨店催事会場で
毎年大人気の北海道展スタッフ募集！
ご希望の日程に合う催事で働けます
まずは登録!短期・長期お仕事情報多数

<短期・長期>販売・接客 ぜひご相談下さい

今なら「お友達紹介・W特典進呈中」
私にもできる働き方を全力サポート、詳しくはWEBでラクラク検索
期間、時間、休日は電話でご相談下さい
時間／9:00～19：30（実働5～8h）
時給／ 短期催事：850円～1200円
　　　他：経験により1100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(有)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

アパレル・アクセサリー
百貨店カードカウンター
婦人靴　最新情報多数!!

ア

葬儀式のお手伝い全般
現スタッフさん 熊本市内通勤多数

900円～1500円手当含（試用期間750円）
8:00～21:00内3～4h程 休日申告制
マイカー直行直帰　勤務地多数

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

熊本県内で、約600名の
ヤクルトスタッフが活躍中！
充実の研修制度があり安心
内容／お客様へヤクルト商品と健康情報を
　　　お届けするお仕事です。
給与／出来高制　月収8万円～10万円可
　　　扶養外で働く方は月収15万円以上も可能
時間／9:00～　※平均5～6時間程度の勤務
　　　勤務地によって異なる場合もあります。
休日／週休2日制（土・日）
　　　GW・お盆・年末年始有り
資格／要原付免許または、普通自動車免許
待遇／キャリアアッププラン（社員登用制度等）有り
　　　交通費支給・表彰制度・制服貸与
　　　バイク貸与・各種給付制度有り
勤務地／熊本県内31ヵ所の拠点があります。
応募／まずは下記のフリーダイヤルまで
　　　お気軽にお電話ください。
　　　面接日時・必要書類は追ってご連絡致します。
　　　希望される方には、1日体験同行も行っています。
事業内容／乳製品乳酸菌飲料・清涼飲料
　　　100％ジュース・化粧品の販売
～ここが魅力！～
マイカーでもお仕事ができます。（※燃料費支給あり）
年齢や経験は問いません。
研修制度も充実しており、初心者でも安心して働ける
職場で自分自身の成長にもつながります。
家庭とお仕事をきちんと両立できる職場です。
あなたの笑顔と元気なあいさつで
お客様に健康を届けてください。

販売ノルマ等一切ありません。
あなたの笑顔と元気な挨拶で
ヤクルト商品を届けてください。

研修制度充実！ 未経験者歓迎！ ヤクルトスタッフ募集中！

熊本ヤクルト 検索

南区南高江1-13-1
熊本ヤクルト株式会社 本社

10120-25-8960  担当：田村・荒木

委託アポインター

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

急募！管理栄養士
時間／8：15～17：15の8時間、週4日
時給／970円　休日／4週12休
業務内容／献立作成、食数管理、栄養
指導等　資格／管理栄養士

国立病院機構　熊本医療センター
中央区二の丸1-5

☎096-353-6501 管理課：馬場

独立行政法人

パ

訪問看護師（①常勤・②非常勤）
給／①月給261,000円～②訪問1
件（1～1.5ｈ）3,000円～　時／9：
00～18：00（シフト制）※①月9日
休み②土日祝可能な方※②午前
のみ・午後のみ勤務ＯＫ　資／正
看護師　要普免　臨床経験3年以
上　待／社保完備　健康診断
通勤・年末年始手当　休憩室完備

常勤＆非常勤の両方募集
働きやすさ抜群の勤務環境
お気軽にお電話下さい

かみふうせん
北区高平3-11-58、宮の森ハイツ1Ｆ

☎096-346-6636 9～18時　担当：山中

訪問看護ステーション

正社員

病院での医療事務
資格／医療事務の経験がある方
給／時給：1,050円　休／土日祝
時／8：30～17：00     場／西区池田　
期間／即日～3カ月毎の更新制

㈱ＴＫＵヒューマン
北区徳王1-6-52　TKUぷらざ2Ｆ　派43-010034

☎096-359-3412 担当：藤本

派

7月中旬 レストラン新規オープン
お魚が旨い、定食処レストラン
「日本の家庭料理の御膳や定食、丼ぶり」
ゆめタウン光の森店 近々オープン!!
1日3h～週1回～フルタイムまで
職種：ホール接客またはキッチン
時間①10:00～ ②17:00～ 4～5時間程度
待遇／笑顔手当、制服貸与、夜勤務の方食事付
オープン時給900円　10月以降830円
7月中旬からの勤務開始になります

『美味しいが笑顔に』
『美味しいが健康に』

パート

本社人事部 10120-1818-34
☎0956-34-8811 担当：タムラ・ミヨシ

定食処「おさかな家族」
ゆめタウン光の森店

佐世保市卸本町16-2㈱庄屋フードシステム

①製造 ②事務
時間/①14:00～23:00  ②8:30～17:30
給与/15万円～20万円 試用期間時給760円
通勤手当、各種保険、車通勤可他面談にて
◆正社員を目指すチャンス◆

正

㈱どんどんライス
南区会富町46（アクアドーム～車5分）
☎096-227-2881担当：原

製造
時間／8:00～17:00内5～7h程度
時給／760円　通勤手当、各種保険
希望等は面談時相談ください
◆時間調整のできるパート◆

㈱どんどんライス
南区会富町46（アクアドーム～車5分）
☎096-227-2881担当：原

パート 一般事務
時給／1050円+交通費　社保有
時間／9：00～17：00（60分休憩）
休日／土日祝　車通勤可　即日～長期
勤務地／東区石原（熊本インター近く）

㈱ＴＫＵヒューマン
北区徳王1-6-52　TKUぷらざ2Ｆ　派43-010034

☎096-359-3412 担当：江里口

派 住宅展示場内事務
時給／1060円　車通勤可　社保有
時間／9：30～18：00　ＣＡＤ学べます
休日／毎週火曜水曜　即日～長期
勤務地／東区御領（熊本インター近く）

㈱ＴＫＵヒューマン
北区徳王1-6-52　TKUぷらざ2Ｆ　派43-010034

☎096-359-3412 担当：江里口

派

7月中旬 レストラン新規オープン
天ぷら専門店「那かむら」
「カウンター式の天ぷら専門店」
ゆめタウン八代店 近々オープン!!
1日3h～週1回～フルタイムまで
職種：ホール接客またはキッチン
時間①10:00～ ②17:00～ 4～5時間程度
待遇／笑顔手当、制服貸与、夜勤務の方食事付
オープン時給850円　10月以降780円
7月中旬からの勤務開始になります

学生から中高年まで
いきいきと働けるお店です

天ぷら専門店「那かむら」
ゆめタウン八代店

☎0956-34-8811 担当：タムラ・ミヨシ

佐世保市卸本町16-2

パート

本社人事部 10120-1818-34
㈱庄屋フードシステム

胃

はくざん胃腸科
循環器科クリニック
菅原町 ☎（364）6060

眼
あわい眼科医院
八反田1丁目 ☎（383）2005

産･婦
片岡産婦人科医院
龍田4丁目 ☎（339）1103

小
三井小児科医院
尾ノ上4丁目 ☎（369）4848

泌
熊本泌尿器科病院
新町4丁目 ☎（354）6781

歯
（昼間のみ）

いけしま歯科医院
山ノ神２丁目 ☎（214）0555

歯
（夜間のみ）

古川歯科医院
田崎町 ☎（322）9334

内
三浦内科クリニック
中央街 ☎（323）0732

内
東部クリニック
秋津新町 ☎（369）3331

内･小
戸島中央クリニック
戸島西1丁目 ☎（367）6000

琴平本町 ☎（364）5510

井上整形外科クリニック
整

植木町植木 ☎（273）1555

中垣胃腸科医院
内･外･胃

富合町小岩瀬 ☎（357）3223

深迫内科医院
内

耳鼻咽喉
広重耳鼻咽喉科医院

新外2丁目 ☎（368）6110
脳･外･内

水前寺脳神経外科医院
水前寺3丁目 ☎（384）0186

八幡11丁目 ☎（357）8155

片岡内科医院
内

★5月00日現在の情報です。医療機関変更の場合が
あります。電話で確認の上、お出かけ下さい。受診の
場合は保険証を持参して下さい。避難等で保険証が
提示できない場合は事前に各医療機関にご相談下
さい。

●診療時間 午前9時～午後5時
●歯科の診療時間 昼＝午前10時～午後4時
　　　　　　　　 夜＝午後6時～午後11時休日在宅医

情報提供／熊本市、熊本市歯科医師会

5月29日［日］
熊本市


