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リビング求人ガイド
●次回掲載は8月6日号です

広告のお申し込み
1枠8000円（税別） 2枠16000円（税別）掲載料金

パ …パートア …アルバイト正 …正社員 委 …委託業務派 …派遣社員 契 …契約社員
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美 f-tｗo エフ・ツー
☎090-7167-9774　FAX050-1351-3763
西区中原町495　担当：藤本

TKUヒューマン
☎096-359-3412　FAX096-312-3153
北区徳王1丁目6-52　担当：森本

国も女性の
活躍を推進！

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

◆お仕事探しはツクイスタッフへお任せ◆

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 

お仕事情報
←↓350件以上

ツクイスタッフ熊本 検索

派 正 パ

時給/介護福祉士　1000円～1200円
　　 ヘルパー2級　900円～1100円
　　 無資格　　　  850円～1000円
　　 看護師    　　1150円～1600円
勤務地/県内各地に多数あり！！
待遇/社保完備、交通費支給、賞与あり
　　 有給あり、深夜帯時給25％UP
※勤務日数・時間はご相談下さい！！
『くまもと森都心プラザ』にて
　　　　　＊＊お仕事相談会開催＊＊
日時　7/21（木）9:30～12:00の間
会場　6階A会議室（地下駐車場あり）
　　　　　　※駐車場代としてQUOカードお渡しします
友人同伴・手ぶらOK！求人閲覧できます！

百貨店ギフト会場で
楽しい食のイベント催事
あなたらしい仕事を見つけましょう
長期関連の〈働き方〉がきっと見つかります

短期催事7/27～8/2 沖縄展

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／ 850円～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
さまざまな職場で活躍中！
さぁ、あなたもチャレンジしてみませんか
まずは登録〈短期・長期〉お仕事情報多数

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

新しいお仕事見つけましょう！
kyuujin.zensyokyo.org  多数掲載中
一緒に頑張りましょう！

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／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

完全在宅・内職
ネットショップ販売古着の採寸・撮影
①子供・婦人服採寸アイロン掛等
②写真撮影、PC入力 ①②完全出来高制
週1回車でお渡し可能な方　経験不問

レインボースタイル
西区島崎2-18-54（肥後BK島崎支店そば）

☎096-202-7588

ブランド服買取＆通販

委

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

分譲マンション管理員募集！！
未経験者でも、研修を行いますので安心です。

☎096-278-7680 担当：中西

〈郵送・問合せ先〉　㈱穴吹コミュニティ　熊本支店　〒860-0801
　　　　　　　　 熊本県熊本市中央区安政町4-19　TM10ビル1階

仕事／①管理員業務　②③清掃員業務　〈主たる業務〉清掃・受付・点検等
勤務地／①②熊本市中央区本山町のマンション
　　　　③熊本市中央区新屋敷のマンション
期間／勤務開始は8月1日からです。
時間／①8:00～17:00（実働8h）　②9:00～13:00（実働4h）　③8:30～12:30（実働4h）
給与／①11万6440円（日給月給制）　②③5万8220円（日給月給制）
休日／土・日・祝、年末年始等
待遇／社保完備、制服・交通費支給（月1万円迄）
応募／事前に電話連絡の上、履歴書（写真添付）を郵送ください。
　　　追って面接日等、詳細ご連絡致します。尚、応募書類は返却致しません。
■分譲マンションの維持管理業

ア契 パ

働きやすい和食店 ホール接客・キッチン
希望条件でお仕事ができます
かけもち・短期・自由シフト・中高年歓迎
1日3ｈ～週１日～フルタイムまで
「和食を極めるメニュー」レストラン庄屋
時／10：00～23：00内　希望時間で相談
待遇／笑顔手当、制服貸与、夜勤務の方食事付
時給UP制度・研修期間有・食事券毎月支給
時給／820円＋交通費規定補助
電話webでエントリー、お 気軽にご応募を

まずは、好きな時間からスタート
飲食事業のメンバー募集
扶養内・平日のみ・さまざま

レストラン庄屋 
熊本十禅寺店

南区十禅寺2-8-6 くまもと食遊楽園内（南署そば）

☎096-319-1221 

パ ア

看護師
外来業務全般・電子カルテ有・週1日可
《漢方に興味のある方歓迎》　

月火金土  8:45～12:45　時給 1000円
※履歴書郵送後に面接日を連絡します

漢方内科 新水前寺クリニック
〒862-0956 中央区水前寺公園1-24-102

☎096-285-3741（予約制）

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

保育士職員
《残業なし！完全週休二日制》

給/16万7000円（賞与1カ月）ブランク・新卒OK
時/8:30～17:30（早・遅あり）※パート可
職場見学してみませんか？詳細面談

大江保育園
中央区大江2-18（熊本学園大そば）

☎096-364-2090

契 パ病院内での清掃
《63歳定年、その後嘱託》 安定・安心
時間/7:30～16:30　実働8h　日他週2休み
待遇/賞与・各種保険・皆勤手当・交通費
給与/12万2000円～※経験に応じ優遇

北部病院
北区四方寄町1281-3（バス停より徒歩1分）

☎096-245-1115 担当：原

医療法人社団原武会

正

看護助手・薬局助手・受付事務・外来案内
ブランクがある方、未経験の方大歓迎
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看護助手（常勤）
　15万9000円～17万1000円
②看護助手（常勤夜勤専従）月固18万円
③看護助手（パート）時給750円
④薬局助手（パート）時給750円
⑤受付事務（パート）時給750円
⑥外来案内係（パート）時給850円
時間／①8:30～17:30、
　　　夜勤/16:00～翌9:00（シフト制）
　　　②16:00～翌9:00（月10回）
　　　③④⑤8：30～17：30内
　　　⑥8：30～12：30
待遇／常勤のみ：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　※休日：当院規定による
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

お仕事をお探しの方
就業のチャンスです！

正 パ

小規模保育園調理員
内／0～３歳未満の子どもの昼食・おや
つ調理　時／8：30～15：30（２交代制）
日祝休　給／時給800円　※通勤手当・
車通勤可、電話連絡の上、履歴書持参

第2さくら園
東区戸島西6-2-72

☎096-368-4757 担当：上嶋

学校法人井島学園

パ

病院内清掃スタッフ！
場所／南熊本駅近く
時給／700～720円　※制服貸与
休日／シフト制（出勤日数応相談）
時間／13時～17時、ＷワークＯＫ

㈱アスクメンテナンス
中央区西唐人町28

☎096-326-1911 担当：木村

パ

病院内清掃スタッフ！
場所／中央区萩原町、車通勤可
時給／700～720円　※制服貸与
休日／シフト制（出勤日数応相談）
時間／12時～16時、ＷワークＯＫ

㈱アスクメンテナンス
中央区西唐人町28

☎096-326-1911 担当：木村

パ

グリーンコープ生協の食品店舗
グリーンコープのお店で働こう！
明るく元気なあなたを大募集
まずは、お電話下さい
フロア部・惣菜部・鮮魚部募集
時給／720円（研修期間別途）
時間／8：00～19：30の内5時間程度
休み／週２回程度（シフト制）
待遇／通勤手当、雇用保険、退職共済

グリーンコープの安心・安全な
食べものの販売です

子どもたちの未来を考えます

（企）ワーカーズ・マミー

熊本市東区長嶺南3-2-12

☎096-385-8800 担当：上村・甲斐

荒尾店・しみず店・長嶺店・桜木店・平成店

パート

人材派遣営業企画
♦女性の営業も活躍中の会社です
給与／月給18～22万円　交通費
時間／8：30～17：30　休／土日祝・有給休
待遇／社保・昇給・賞与・退職金制度他

㈱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：右田

派43-030002

正

学生　調理パート募集
勤務地／西区池田４丁目　マイカー通勤可
給与／時給750円～　+交通費
時間／①6：00～10：00②16：30～21：45
休日／日・祝・夏休み（約1カ月）

㈱キッチンアメニティ
西区池田4-18-3

☎096-323-7577

パ

正看護師・看護助手・医療ソーシャルワーカー
脊椎外科・関節外科を主体とした
整形外科専門病院です。

活気ある職場で新たに
スタートしませんか？

病院見学も随時受付中です
履歴書郵送、後日面談

〒862-0958 中央区岡田町12-24（白山通り）

☎096-371-9903 担当：清水成尾整形外科病院

正社員：給与当院規定による
①《正看護師》
【病棟】 週40h　2交代制　休/シフト制
8:30～17:30　16:30～9:00　早出あり
【手術室】 週40h　8:30～17:30　
休/土午後、日、祝他
②《看護助手》
【病棟】 週40h　日、祝出勤あり　休/シフト制
7:00～16:00　8:30～17:30　10:00～19:00
環境整備、ベッドメイキング、食事配膳等
③《医療ソーシャルワーカー》
【地域連携室】 週40h　8:30～17:30　
休/土午後、日、祝他　相談業務・入退院調整等
社会福祉士有資格者、経験者優遇　要普免

正

医療法人社団 誠療会


