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

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）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 契 …契約社員 派 …派遣社員

ヘルパー・訪問介護員①正社員ヘルパー②登録型ヘルパー
今がチャンス、資格を活かそう
安定企業で「正社員」
好きな時間や勤務地で選択の「登録型」

在職中で今すぐ転職できない方
ふきのとうグループでは
心のこもった介護をしています
思い切ってチャレンジ！！

①あなたの入社をお待ちしております
給与/15万5000円～経験に応ず
8：30～17：30　休日/週休2日シフト制
②資格を有効活用したい方にピッタリ
家事援助　時給1200円～
身体介護　時給1300円～
8：00～18：00内週1日1h～
スケジュール調整、担当宅好きな地域で！
待遇①②規定内交通費、各種保険、他諸手当

ブランクがある方も歓迎
人物重視の採用です。応募された方全
員とお会いしたいと考えています

正

☎096-388-2721（訪問介護受付）
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

訪問介護事業所

OA事務 細かな作業を得意とする方
文献などのデータ整理と簡単な事務
知識や経験は必要ありません
資格：ワード、エクセル必須　要普免
10:00～18:00　時間は応相談　時給1000円
中高年の方にご活躍いただけます

〈応募〉まずは履歴書をご郵送下さい
　　　後日、ご連絡いたします

休日面談時調整できます
何らかの事務経験があれば大丈夫！

履歴書郵送、後日連絡

東部健康相談所
〒862-0954 中央区神水1-17-1

Dグラディア桜参道801（神水苑そば）
☎096-221-9863

パート

医師事務作業補助者
資格　医師事務作業補助技能認定等
①9:00～13:00 ②13:30～16:30　日祝他休
時給1000円　※非喫煙者
<応募>電話後、自筆履歴書郵送（パソコン使用不可）

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 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
①9:00～13:00 ②13:30～16:30　日祝他休
時給1400円　緩和ケア研修修了者
<応募>非喫煙者 電話後、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
在宅緩和ケアの専門診療所

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

お弁当の簡単な調理・接客・宅配
朝・昼・夕方・夜
ご希望にあわせて働けます
時間・曜日をご相談ください

簡単な調理補助
どなたでもできます

南区近見8－1－1

時間／9:00～23:00（～24：00新土河原店）
勤務地／南区近見店　西区新土河原店
休日／働き方に応ず　制服貸与
時給／750円～　22時以降937.5円～
充実の待遇　社会保険、有給休暇、随時昇給

年齢や経験は必要ありません
期間限定の短期や週1日3h～扶養内
●近　見　店　東バイパスヨネザワビル1F
●新土河原店　新土河原交差点角
★ランチタイム、平日のみ、週末のみ
現スタッフさん、年齢も幅広く
シフト自由で効率よく働いています

☎096-312-1350
西区新土河原１－2－3

☎096-326-8018

パート

一般家庭の清掃
個人の都合でお休みがとれます

時間/月曜～土曜までの9:30～11:30
時給/850円　庭清掃もお願いします

※午前中の2時間だけの勤務

小野出来田内科医院
西区横手1-2-121（西山中学前）

☎096-354-6410 担当：出来田

パ

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 担当：タムラ・ミヨシ

㈱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 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

調剤薬局事務
時間/平日14:00～18:30 土9:00～14:00
時給/800円～経験者優遇 休日/日・祝
規定内交通費、車通勤可、詳細面談

お気軽にご応募ください

新外薬局
東区新外4-6-10

☎096-365-3344 担当：秋吉

パート

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

●次回掲載は6月18日号です

～熊本復興のためにはあなたのチカラが必要です～

病棟事務
人数／2名　給与／当院規定　時間／平
日8：00～16：30、8：30～17：00※土8：30
～12：15勤務有（月2回）　内容／電話対
応、書類準備等　※6/13迄に履歴書郵送

済生会熊本病院

担当：人事室　長松

〒861-4193　熊本市南区近見5-3-1

☎096-351-8074 （人事室直通）

契約社員リネン業務
人数／1名　給与／当院規定
時間／月・水・金9：00～15：00、火・木
9：00～15：30　内容／シーツ交換等
※6/13迄に履歴書をご郵送ください

済生会熊本病院
〒861-4193　熊本市南区近見5-3-1

☎096-351-8074 （人事室直通）
担当：人事室 長松

契約社員

週 3日勤務　保健師
勤務／西原村鳥子工業団地大手企
業　時間／月水金8：30～17：15　
待遇／時給1500円、有給休暇
●車通勤ＯＫ（地震の影響は無）

㈱ヒューマン　派43-030002
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

帯山住宅メーカー勤務
建築業界　経験者募集！　資格不要
時／基9～17時（曜日、時間応相談）
報酬／フルコミッション制（完全歩合）
●家具、インテリア等の打合せです

㈱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

委

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

☎06-4256-8970 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

オープニングスタッフ募集
[週３日、4時間～ＯＫ]
しっかりした研修とマニュアル
で安心。未経験者活躍中！

がんばろう熊本！！
日本全国のお客様と
「笑顔」でつながる
お仕事です

中央区水道町8-6、朝日生命熊本ビル　0120-558-040 担当：舛田

日本トータルテレマーケティング株式会社　熊本センター

内容／通販化粧品・美容健康補助食
品等のコールセンター受電業務
就業場所／中央区水道町8-6、朝日
生命熊本ビル
時間／24時間営業のうち、ご希望の
4～8時間。　シフト例　6：00～10：
00、8：00～17：00、9：00～18：00、
13：00～22：00、17：00～22：00　等
休日／シフト制　週3日以上
時給／900円　交通費上限15000円迄
資格／経験不問。ＰＣ基本操作できる方

アルバイト

店舗内清掃スタッフ
勤務地／熊本市中央区　休日／シフト制
時間／（正）9:00～18:00
　　　（パ）18:30～23:00（深夜割増有）
給与／正：月給13万～　パ：時給800円

（株）第一ビルサービス
中央区新町1-7-28

☎096-352-0306

パ正 急募！クリーンスタッフ
勤務地／西区島崎　休日／日曜
時間／（正）8:00 ～ 16:00 
　　　（パ）13:00 ～16:00 
給与／正：月給 14 万～パ：時給 800 円

（株）第一ビルサービス
中央区新町1-7-28

☎096-352-0306 

パ正 クリーンスタッフ
勤務地／宇土市岩古曽町
時間／ 8:00 ～ 17:00
休日／土日祝（年末年始他有）
給与／時給 720 円～　社保・交通費

（株）第一ビルサービス
中央区新町1-7-28

☎096-352-0306 

正

【扶養内】葬祭場の留守番業務
10名募集！　年齢・経験不問！

ゆっくりとした環境で、扶養内での勤務♪
業務内容／家族葬の葬祭場で、葬儀がない時の簡単な留守番のお仕事
　　　　　掃除、見学者の来客時のお茶出し、会場の開錠・施錠等
　　　　　簡単なパソコン入力操作が若干あり
雇用形態／長期パート契約
時　　給／720円～920円（3ケ月間は700円）
勤務時間／10：00～16：00（60分休憩）
　　　　　週3日～4日程度勤務可能な方（勤務曜日は応相談）
雇用期間／即日(勤務スタートは応相談）～長期可能な方
勤務地／下記の内２ケ所以上に勤務可能な方　　※車通勤可
　　　　　葬儀が入る場合は、近くの別会場での勤務になります
　　　　　【中央区】世安町　【南区】島町、浜線　　
　　　　　【東区】光の森、御領、尾ノ上、長嶺東、長嶺西、花立
　　　　　【北区】龍田、山室、清水新地　【西区】横手

契約社員

㈱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：森本

未経験者歓迎・経験者優遇あり！！　
こんな時だからこそ

あなたの笑顔とやる気を待っています！

①展示場接客・受付②一般事務

〒862-0916 熊本市東区佐土原1丁目3-15
☎096-368-8111担当：総務部 中尾

内容／①住宅展示場の来場者接客・受付
　　　②一般事務
資格／未経験者歓迎・経験者優遇あり
勤務地／①熊本市内またはその近郊（各展示場）②本社
時間／①10:00～18:00（時間相談可。平日のみ、土日祭　
　　　　のみ、フルタイムも可）
　　　②9：00～18：00の間で時間相談可。フルタイム可
　　　　正社員登用制度有り
時給／①時給850円～1000円（能力により時給アップ有　
　　　　り）、扶養控除内勤務可 ②時給850円～1000円
待遇／通勤手当・社会保険完備                                                                                       
応募／電話連絡の上、履歴書を郵送してください
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ゼロエネルギーハウス

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

ホールスタッフ・調理人募集！！
元気で明るい職場です

パート・正社員同時募集！！
未経験者も安心して働けます

まずはお電話を！！

熊本市東区昭和町8-22　受付9：30～17：00

☎096-360-1888 担当：村上

★ホールスタッフ
時給／850円～　※試用期間有
時間／10：30～15：00
　　　17：00～22：00
勤務地／三年坂通り支店
★調理人（見習い可）※試用期間有
時給／正：委細面談　パ：720円～
時間／9：00～14：00
　　　17：00～21：00
　　　上記時間内で3～5時間程度
勤務地／本店・益城支店
★平日・土日・昼のみ・夜のみ等、希
　望に合った働き方ができます。

正 パ

とんかつ勝烈亭（南熊本店・平成店）
「勝烈亭」は創業41年

★安心の老舗で安定勤務！！★
「食べログ」熊本県レストラン

★第1位獲得中★

▶▶時給860円～▶嬉しい
高時給スタートで定着率抜群

中央区萩原町2-5

☎096-334-5451 （有田）

☎096-312-8301 （永田）

南熊本店

南区江越1-24-21平成店

仕事／①ホール　②仕込・調理補助
勤務地／Ⓐ南熊本（フレスポくまもく）
　　　　Ⓑ平成店（元フォンターナ）
時給／①②860円～＋能力給
時間／9：30～22：00で応相談
　　　※週2日～、1日3ｈ～ＯＫ
　　　※土日祝のみもＯＫ
　　　※しっかり稼ぎたい方応相談
資格／①人と接するのが好きな方
　　　②仕込・調理補助が好きな方
待遇／社会保険完備、社員登用有
　　　昇給、制服貸与、食事6割引
面接／お気軽にお電話下さい!

パ ア

「健康的に美しく」を応援できる仕事
女性としての魅力磨きを一緒に
ヴィナールでスタートしませんか

未経験の方でも大歓迎！！
挑戦する意欲が高い方
ご連絡時日時調整します

6月中旬グランドオープン
美しい素肌とからだのアドバイザーとして
フェイシャル、ボディ等のエステティシャン
エンビロンディプロマ資格者優遇

美容業界、看護師、接客業、幅広く応援
積極採用中！！ご応募お待ちしております
（正）14万3000円～19万円9:30～19:30内8h
（パ）750円～900円 1日5h～
休：水曜午後、木曜、年末年始、夏季他
各種保険、規定内交通費、資格保持者手当
心と体の静寂を取り戻すための空間で
技術、知識を学べます
勧誘やノルマはございません

東区下江津8-9-17（2F） 東BP江津セイラタウン内
開設準備　受付 10:00～17:00
☎090-4513-8633 担当：榎本

メディカル
エステ

メディカルエステ エステティシャン正 パ


