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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）

●次回掲載は7月16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 契 …契約社員 派 …派遣社員

清掃員募集！（長期）
内／大学内での清掃作業など
場／西区上熊本　給／時給700円
時／9：00～17：00　休／土日祝
待／社保完備・交通費・精勤手当

㈱秀拓
西区上熊本3-20-6（池亀バス停側）

☎096-352-0911 担当：中山

パ

崇城大学グループ

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

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

内／①間取り・内装等のプランニン
グ②展示場で分譲地・注文住宅の
企画提案営業　時／9:00～18：00
（時間外あり）　休／週休2日制（隔
週）給／月給170000円～340000
円。試用期間有　待／社保完備、交
通費・各種手当・昇給・賞与・退職金
制度有※要普免　詳しくは問合せを

Ｓ×Ｌ工法の地震に強い家
自信を持って営業できます
男女不問。経験者・転職者歓迎

ファミリーステージ㈱

☎096-285-8091 担当：船島

①設計・②営業

中央区水前寺6-50-20

正社員

明るくきれいな環境で女性が活躍中！！
契約社員大募集！！
【契約社員】
募集人員／10名
職種／・商品発送スタッフ
　　　・製品管理スタッフ
内容／・全国のお客様へ商品を発送するお仕事
　　　・会員向け会報誌の送付、管理業務
　　　・在庫管理・検品事務
時間／8：30～17：30（実働8時間）
休日／週休2日制（日・祝他週1回）、
　　　夏季・冬季休暇、年末年始
給与／月給15万円（昇給有）、賞与（年２回）、
　　　正社員登用制度有
　　　※研修期間１カ月は時給750円
待遇／交通費支給（当社規定）、
　　　雇用・労災・健康保険、厚生年金
　　　制服・社員食堂有・定期健康診断有
資格・免許等／経験不問

【パート】
募集人員／若干名
職種／発送スタッフ
内容／商品の発送及び梱包業務、検品業務
時間／8：30～17：30（実働8時間）
休日／週休2日制（日・祝他週1回）、年末年始
給与／時給750円～900円
待遇／交通費支給（当社規定）、雇用保険、社会保険、
　　　制服貸与、定期健康診断有

研修をしっかり行なうので
未経験でも大丈夫

まずはお気軽にお電話下さい

業務拡大のため①契約社員②パート　同時募集契約社員 パート

〒862-0950　熊本市中央区水前寺2-2-1　健康家族ビル

☎096-385-6226   http://550229.jp
担当／総務人事課 月～金9：00～17：30（土・日・祝休） ＪＲ水前寺駅から徒歩3分

JR豊肥本線

熊本銀行

水前寺駅

新水前寺駅

ロッキー

競輪場通り

健康家族ビル

ローソン

水前寺共済会館

新水前寺駅前電停

国府電停

コミュニケーター

合志市幾久富1866-322

☎096-288-5016 担当：甲斐

株式会社八光（えいこう）

パート
内容／お電話にて商品のご案内など
時給／1000円～+報奨金+能力給
時間／9:00～17:00（時間内応相談）
休日／土日祝　中高齢者歓迎！

勤務／①熊本市内・嘉島・合志・荒尾・宇城他
　　　②嘉島
時給／①850円～②1000円～
時間／①7：30～9：30、8:30～17:30
　　　　7：30～16:00、14:00～18:00他
　　　②8：00～19：00（内8ｈ）応相談
休日／土日祝・他　待遇／社会保険完備
♦残業はなく、ご家庭との両立も可能に♪
♦扶養内でもご相談ください♪
♦それぞれの働き方でスタッフ多数活躍中！
応募／まずはお気軽にお電話下さい

未経験　ブランク　心配なし！
6時間超勤務可能な方には
特別手当を支給いたします！
自分の働き方をみつけましょう♪

早朝・夕方を活用したい
小さいお子様がいる

しっかり働きたい…etc！
サポートいたします！

中央区新市街13-19　岡村ビル３Ｆ

☎096-355-5232 担当：内村一般労働者派遣業（般）43-300018

①保育士 ②看護師派遣社員

サマンサ　熊本　 検索

クボタライフ九州

訪問介護員（登録ヘルパー）募集！！
内／身体介護（入浴・食事・排泄）や
生活介護（炊事・掃除・洗濯）など　
場／西区花園（上熊本駅近く）
給／時給1280円～　休／週休2日制
資／介護福祉士orヘルパー2級以上
場／6：00～22：00の間で1ｈ～程度
応／まずはお気軽にお電話下さい

▶時給1280円～の高待遇
年齢不問
初心者歓迎

クボタライフ九州
西区花園1-4-2

☎096-351-7001 担当：伊見

株式会社

パート理容師・美容師
勤務地／熊本市・八代・玉名・宇城
給与／①スタイリスト：固定18万
円～②見習い：固定14万5000円～
時間／9:00～19：00
資格／経験者・未経験者同時募集
待遇／賞与有、雇用保険、有給休暇
応募／まずはお気軽にお電話を

幅広い年齢層が活躍できる
アットホームな職場です！

好きなことを仕事にしませんか

ハートグループ
北区武蔵ケ丘3-11-21

株式会社

正 パ

山下：090-9310-8928 
本多：080-5245-5325

整体師・マッサージ師
勤務地／熊本市内・八代・玉名
給与／完全出来高　歩合制
１本（６０分）１９００円～２１００円
時間／①9:30～16：30
　　　②16：30～23：00（休憩1ｈ）
資格／男女・経験不問　経験者歓迎
待遇／制服貸与、車・バイク通勤可
応募／まずはお気軽にお電話を

将来役に立つスキルを
イチから丁寧に教えます

スタイルに合わせて働けます

ハートグループ
北区武蔵ケ丘3-11-21

山下：090-9310-8928 
本多：080-5245-5325

株式会社

パ

事務スタッフ
資格／高卒以上 時間／9:00～18:00
給与／当社規定（経験者優遇）
休日／週休2日　他／各種保険完備
応募／電話後履歴書持参　詳細面談

愛誠会

本部・人事課（担当：渕上・奥村・田辺）

北区太郎迫町144-1

☎096-245-2800

社会福祉法人

正社員 昼食・おやつ 調理業務
《13人程度の配食》 経験年齢不問
9:00～14:00 実働5h  休み希望日可
時給750円～850円　資格者優遇
家庭の延長で働ける職場　見学可能

こんぺいとう
東区下江津6-10-30（ローソン セイラタウン店そば）

☎096-245-8683 採用担当

デイサービス

パ

百貨店での販売のお仕事に
興味はありませんか？

百貨店ブランドショップスタッフ

「今の仕事がしっくりこない…
転職したいな」など
職種・日程等ご相談ください
アドバイス等、すべてサポート致します
安心してご応募ください
時間／9:00～19：30   実働5～8h
時給／ 1100円～1200円
交通費も全額支給、事前研修付
《婦人服ブランド》①自由区②ヒロココシノ
《バッグブランド》①アートバーグ②ラドリーロンドン
詳しくはWEBでらくらく検索
受付後のエントリー
オシャレなものに囲まれて、自分らしく働きませんか

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

あなたらしい仕事を見つけましょう
kyuujin.zensyokyo.org  多数掲載中
一緒に頑張りましょう！

ア

充実の研修制度で、未経験でも安心
県内で約600名のスタッフが活躍中！
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
給与／出来高制　月給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／マイカーでもお仕事ができます。（※燃料費支給あり）
　　　キャリアアッププラン（社員登用制度等）有
　　　制服／バイク貸与・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／まずはお気軽にお問合せください。

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！ヤクルトスタッフ募集！委

熊本ヤクルト 検索

南区南高江1-13-1
10120-25-8960 
担当：田村・荒木

熊本ヤクルト(株)
当社ホームページ
QRコード

安定企業が活躍のステージ「葬祭スタッフ」

「ありがとう、あなたに会えてよかった」の
言葉で…自分を磨くやりがいのある仕事
業界未経験だった私を一から丁寧にサポート。特別な経験は不要

「人物重視の選考」ぜひ一度お問い合わせください
①葬祭：（正社員）15万円～＋能力給　月収20万円～30万円
②事務：（正社員）14万円　（パート）750円
③葬祭アシスタント：（パート）昼800円　夜1000円
時間：①8:00～21:30 シフト制　②9:00～17:00 シフト制
　　  ③昼9:00～18:00の間で5h　夜16:00～21:30の間で4h
　　                パートタイムはご希望を相談できます
勤務地多数：中央区・北区・西区・南区・東区、ご希望の勤務地をご相談ください

皆様が安心して働けるような組織づくりを行っています
■社内研修や体系的な教育の実践（試用期間あり）
■同世代のスタッフ多数在籍…など
休日：（正社員）月5～6日　（パート）勤務により異なる

接遇マナーや所作など
しっかり教えてもらえます

一緒に人のお役に立てるしごと
中央区上水前寺2-1-11（ガスト上水前寺店そば）

☎096-366-9666 担当：吉良・大城

            株式会社 5R・G（帯山中央会館）

正 パ

障がい者施設 支援員
週休2日 《資格・年齢経験不問》

8:00～17:00 給与15万5700円～通勤手当別途
年休6ヵ月後取得、社会保険、労災保険
電話後履歴書送付、後日面談

済生会熊本福祉センター
〒861-4127 南区内田町3560-1

☎096-223-3330 担当：カナザキ

契 7月オープン 中高年大歓迎 接客・キッチン
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』

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

パ学童クラブ 指導員
人物重視採用 有資格者優遇 お気軽に
20歳以上 14:00～18:00 週3～5交替
試用期間有 時給800円～ 春・夏休み8:00～
《休日はご相談に応じます》

すいかくらぶ
北区植木広住1

☎096-272-1833

植木小学校

パ

希望休で働ける1日3h～ご相談に応ず
《調理済盛付・配膳》年齢経験不問
時間7:00～19:00　時給700円～

刻み食などの簡単な調理　未経験可

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 

10人程度調理済配膳

受付事務
《シフト相談・経験不問》　休/土日祝
①8:20～13:20　②12:20～17:20

勤/中央区水前寺6-2-45（水道局内窓口）
750円＋交通費　人気のオフィスワーク

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

パート

①常勤看護師　②看護助手
久しぶりに社会復帰したい方
資格をこれからのキャリアに
活かしたい方　実務経験がない方
年齢不問　いずれも歓迎です
①正看護師20万円～　准看護師16万円～
3交替・2交替・日勤帯のみ シフト交替制
8:30～17:30・16:30～9:00・10:00～19:00
休日115日　年齢、経験、前職を考慮いたします

未経験の主婦さん多数活躍中
②看護助手 時給850円～1000円
7:00～9:00or17:30～19:30 週5日

本庄内科病院
東区新外3-9-1（新外交差点そば）
☎096-368-2811

正社員 パート

～熊本復興のためにはあなたのチカラが必要です～


