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美 リビング求人ガイド FAX050-1351-3763
西区中原町495

担当：藤本

☎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
☎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7月2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

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

佐世保市卸本町16-2

パート

本社人事部 10120-1818-34
☎0956-34-8811

㈱庄屋フードシステム

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

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

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 

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

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
　　　お届けする仕事です。
給与／出来高制　月収8万円～10万円
　　　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
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
　　　交通費支給・制服貸与・バイク貸与有
　　　各種給付制度・表彰制度有
勤務地／熊本県内31ヵ所に拠点があります。
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いたします。
　　　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

10120-25-8960  担当：田村・荒木

委託

当社ホームページ
QRコード

訪問看護や在宅医療に関心の高い看護師
医師に同行する在宅医療の診療補助
訪問看護の経験を問いません
在宅緩和ケアの専門診療所で
訪問看護や緩和ケアを学びたい
将来、訪問看護を考えている方
13:30～16:30　月～金内1日、2日～可能
時給1300円　土・日休他相談
<応募>非喫煙者 電話後自筆履歴書郵送

在宅医療に必要な知識や技術は
適時・適切に指導しています
現スタッフ40歳前後の職場

熊本ホームケアクリニック
〒862-0954 中央区神水1-19-21（健軍神社参道沿）

☎096-387-2918 担当：井田

パ

薬剤師・シフト相談可
早番・中番・遅番 臨機応変対応します
正：25万円～40万円　9:00～18:00
パ：2000円＋規定交通費 9:00～18:00内
交通便好立地　年齢不問　お気軽に

開明堂薬局
中央区九品寺2-1-24（九品寺交差点角）

☎096-363-1423

正 パ 3時間限定の事務員
〈総務・経理全般〉電話後履歴書郵送

短時間だけ働きたい方必見
9:00～12:00　土・日・祝休み
時給800円＋規定内交通費

㈱国際観光交通
〒861-8035 東区御領6-2-35

☎096-243-0003 担当：岡田・澤田

パ週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

パ施設保育士
正社員になれる今がチャンス！

平日：6:15～8:15、夜勤：16:00～22:00
祝日：8:00～17:30、8:00～12:00＆17:30～21:30
大卒：18万2200円 短大：16万6400円 4週9休他

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

正

食品加工品で例年短期20名の
大募集！　経験不問！　駐車場有
簡単な製造と包装の補助作業
年齢男女問わず活躍中≪短期≫

簡単な作業なので安心
◆集中的に仕事を

したい方にピッタリ！◆
面接時は工場見学あり

東区御領6-6-6
（第一空港線、ホンダ・ルマンより3分）

時間／①8:30～17:30
時給／Ⓐ900円　Ⓑ800円
休日／週休2日（日曜、水曜）
待遇／制服貸与、無料駐車場有
応募／電話の際に面接日決定します
　　　面接時、写貼履歴書を持参下さい
【お仕事内容はこちら】
簡単な製造の補助作業
包装作業（袋詰・箱詰・計量・ラベル貼り）
☆友達同士での応募OK！
私たちと一緒に働きませんか？

パ

☎096-380-5661 担当：吉山

6月27日～7月31日の期間で工場ワーク

介護・看護のお仕事相談会

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

6/21（火）9:30～12:00の間
コメダ珈琲 大窪店内（入口近くの席）
・お一人様 30分～1時間程度
・お好きなドリンク1杯プレゼント♪
・女性スタッフの松本がお待ちしています！

◆ツクイスタッフのイイ所◆
①曜日や時間、転職時期も相談可能♪
②働き方も選べます！（派遣・正社員・パート）
③待遇も充実・安心！！
　社保完備（初日から加入OK）、賞与あり、有給あり
　交通費支給（上限3万5000円）、深夜帯時給25％UP
④就職後も担当コーディネーターがしっかりサポート！！
    「ちょっと誰かに聞いてほしい！」そんな時に頼って下さい

◆自分にあったお仕事見つけませんか？◆

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

派 正 パ

6/22～ 百貨店ギフト会場での
お中元ギフト注文承り、配送先入力等
週3日～空いている時間＆曜日に楽しく
お仕事してみませんか

夏のギフト催事 承りスタッフ 〈接客・販売〉

まずは登録〈短期・長期〉お仕事情報多数
期間、時間、休日はご相談下さい
時間／9:00～19：30   実働5～8h
時給／ 1200円～
交通費も全額支給   安心の事前研修付
詳しくはWEBでラクラク検索
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、主婦さん
さまざま短期でアルバイト中
働き方にあったお仕事サポートは
kyuujin.zensyokyo.org  多数掲載

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

お友達紹介の方W特典進呈中
さぁ、短期でいろいろ
チャレンジしませんか

ア

子どもの訪問看護・介護・通園
全国にも数少ない小児専門の
在宅支援事業所
障がいをもった子どもの
訪問・通所事業

子どもたちの
医療と福祉を支えてきた
小児在宅支援NEXTEP
一生をかけられる仕事

〒861-1112 合志市幾久富1123-5
☎096-227-9001 担当：佐々木NEXTEP（ネクステップ）

認定NPO法人

①正看護師　②PT、OT、ST　③介護職
④相談支援専門員　⑤保育士
⑥児童指導員
（社会福祉士、精神保健福祉士、または
心理・教育・社会学等を履修後大学卒業の方）
給与：①～②月給20万円～　時給1200円～
　　 ③～⑥月給16万円～　又は時給800円～
時間：常勤8:30～17:00 又 9:30～18:00いずれも7.5H
　　　　非常勤：上記3～6h
休日：土・日・祝
〈応募〉電話後、履歴書郵送
複数資格をお持ちの方優遇

正 パ

NEXTEP 熊本 検索

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

週 3日勤務　保健師
勤務／西原村鳥子工業団地内
時間／月水金8：30～17：15
待遇／時給1500円　有給休暇
●勤務時間・曜日など相談可！

㈱ヒューマン
上益城郡益城町田原2081-17　テクノリサーチパーク

☎096-214-5691 担当：石井

派43-030002

派

薬剤師　紹介派遣
勤務／西原村鳥子工業団地内
時間／8：30～17：15　土日休
待遇／時給1200円～　●3カ月後
正社員雇用予定！　詳細面接にて

㈱ヒューマン
上益城郡益城町田原2081-17　テクノリサーチパーク

☎096-214-5691 担当：石井

43-ユ-030001

派

長期一般事務　2名
場所／南区島町　休日／土日祝
時給／1000円　期間／即日～長期
時間／8：30～17：30（残業少）車通勤可
役所等への書類作成、電話応対等

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

☎096-359-3412 担当：森本

派

書類の作成・伝票処理
時間／8：30～17：00　残業なし
時給／1100円　即日～H29.9迄
休日／土日祝・GW・夏季・冬季
勤務地／合志市福原　お電話下さい

㈱ヒューマン
上益城郡益城町田原2081-17　テクノリサーチパーク

☎096-214-5691 担当：重村

派43-030002

派

オシャレなパン屋
時給／1000円　勤務／土日祝メイン
時間／6：30～15：30（60分休憩）
場所／東稜高校近く、車通可、制服有
内容／カフェ接客※即日～長期（最長3年）

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

☎096-359-3412 担当：江里口

派遣

経験者優遇！　未経験者歓迎！
明るい職場で、私達と一緒に
楽しくお仕事しましょう

〒860-0068　熊本市西区上代1-2-20

☎096-355-2858 担当：田邉有限会社　花もめん

【①ケアマネージャー】
給与／18万3000円～20万3000円
時間／8：30～17：30
休日／週休２日制（シフトによる）
待遇／資格手当・通勤手当・賞与・
　　　社保完備・車通勤可能
【②デイサービス、介護職】
給与／15万8000円～17万8000円
時間／8：30～17：30　宿直あり
休日／週休２日制（シフトによる）
待遇／資格手当・通勤手当・賞与・
　　　社保完備・宿直手当

ブランクのある方も
正社員採用のチャンス！
資格をいかして

あなたも元気！　私も元気！

①ケアマネージャー②デイサービススタッフ正社員

内／①客室の清掃
　　②バイキングスタイルの朝食補助
時／①9：30～14：00
　　②5：30～10：00
給／①800円②850円
資／未経験者大歓迎！！
待／車通勤可・制服有・通勤手当有
応／まずはお気軽にお電話下さい

30代～50代の明るいスタッフが
丁寧にやさしく

一から教えてくれます！！

ホテルクラウンヒルズ熊本
中央区辛島町67-1

☎096-325-0111 担当：東

ホテルスタッフパ ア

【日祝休み】医療事務
給／時給950円+通勤手当
時／①8：30～17：30②10：00～19：00
休／木・日・祝　※土曜は半日出勤
場／南区良町（田迎保育園近く）

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

☎096-359-3412 担当：藤本

派

震災に伴う受電業務
給／時給1,100円+通勤手当
時／8：30～17：30  即日～７月末まで
休／週休2日制（シフトによる）
場／益城町役場　自治体の復興支援

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

☎096-359-3412 担当：藤本

派 震災に伴う廃棄物の案内
給／時給1,250円+通勤手当
時／8：00～17：00　期／即日～長期
休／週休2日制（シフトによる）　
場／益城町総合体育館うら　

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

☎096-359-3412 担当：藤本

派

不動産の調査員　1名募集！
【“完全”土日祝休み】
バス停前で通勤も便利
プライベートが充実できる
職場で働きませんか？

専門的な知識がなくても大丈夫!
活気ある明るく
元気な職場で

一緒に働きましょう！

中央区大江3-1-36　内田ビル301号

☎096-247-6791 担当：安田

大英産業株式会社　熊本店

内容／チェックリストをもとに、不動
　　　産の現地へ赴き、調査などを
　　　行っていただくお仕事です
時間／8：30～17：30（実働８時間）
　　　時間外勤務　月平均10時間
場所／熊本市中央区大江
時給／900円+交通費
休日／“完全”土日祝休み
待遇／自動車通勤可（交通費支給）
　　　社保完備・昇給年１回
応募／まずはお気軽にお電話下さい

パート

看護助手　資格不問
時間／8：30～17：00（早出・遅出・夜勤
有）　給与／12万～13万円。皆勤・夜勤・
通勤手当有　待遇／社保完備・賞与・昇
給有　●病棟環境整理他。病院見学可

熊本循環器科病院
南区御幸笛田2-15-6

☎096-378-0345 担当：玉﨑

医療法人社団
　御幸会

正

～熊本復興のためにはあなたのチカラが必要です～


