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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8月20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

～熊本復興のためにはあなたのチカラが必要です～

介護スタッフ
資/高卒以上 時/シフト制（8時間/日）
給/17万5972円～23万1956円 他手当等
休/完全週休2日　他／各種保険完備
募/電話後履歴書持参　詳細面談

コスモス・ファミリー熊本

本部・人事課（担当：渕上・奥村・田辺）

北区太郎迫町144-1
☎096-245-2800

特別養護老人ホーム

正社員 薬剤師
勤務地／画図店（東区画図町所島）
内容／調剤薬局業務  休日／2日／週
時間／9:00～18:00、土のみ13:00まで
給与／当社規定  ※有給消化率100％

あさがお薬局
中央区水前寺4-20-3

☎096-334-7773 担当：遠藤

正社員

復職支援あり！ ヘルパー・訪問介護 ①正社員 ②登録型
そろそろ、資格を活かして
時間選択の働き方　はじめてみませんか？
①給与15万5000円～経験に応ず
8:30～17:30　休日週休2日制
②家事時給1200円～　身体時給1300円～
8:00～18:00　週1日1h～働けます
スケジュール調整可、担当宅制、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
在職中で今すぐ転職できない方
思い切ってチャレンジ！！

ふきのとう
東区下南部2-15-11（市営下南部団地そば）
☎096-388-2721 （訪問介護受付）
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

正

ドリンク販売 地域限定正社員大募集！！
20代前半女性多数活躍中！！
熊本で店舗拡大中！！
転居を伴う転勤はナシ！！
地元で長く働きたい方も歓迎

中央区子飼本町7-14

☎080-5285-3725 担当：サコ

㈲プライスレス

給与／総支給 21万円~
　　　※試用期間1カ月有
時間／9:00~翌2:30（シフト制）
　　　※実働 1日8時間
休日／月 6~8日
待遇／社会保険完備、昇給年1回
　　　従業員割引有
勤務地／①子飼店　②オークス店
　　　　③ワンダーシティ店
※資格不問、土日祝出勤可能な方歓迎
　未経験者歓迎！！
応募／電話（平日11:00~17:00）または
　　　ＨＰよりご応募ください
             http://www.tapiking.com/

正

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／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／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

製品梱包と軽作業
◆長期で続けやすいお仕事です◆
製品梱包・軽作業をお願いします　時給／
715円　※制服貸与　時間／9:00～18:00内4
時間程度　休日／土日祝　※委細面談にて

㈱空間アートシール
〒861-8043 東区戸島2-3-80

☎096-285-5533 担当：湯原

パ

雑魚屋 熊本東急REIホテル店 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4ｈ～週１日～フルタイムまで
時／①10：00～   ②17:00～  1日4～5ｈ
待遇／笑顔手当、制服貸与、交費補助、夜勤食事付
時給UP制度・研修期間有・食事券毎月支給
時給①800円②820円（22:00～ 1025円）
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

いけす居酒屋 雑魚屋 
熊本東急REIホテル店

中央区新市街7-25 熊本東急REIホテルB1F

☎096-312-2500 

パ ア

保育補助（無資格可）
保育園を見学してみませんか？

①時給800円 （無資格）②時給950円（有資格） 
時間 7:00～　15:00～　※3h～
週5日勤務できる方　土・日・祝休

大江保育園
中央区大江2-18（熊本学園大そば）

☎096-364-2090

パ

保育士
時間9:00～16:00　時給850円
休日　土・日・祝　希望日相談可
職場の和を大事にする保育園です
≪働き方などお気軽に相談ください≫

津久礼ヶ丘保育園
菊池郡菊陽町津久礼2-3

☎096-288-6591 担当：山田

パート

社会福祉法人共生会

店舗内クリーンスタッフ
勤務地／熊本市中央区　
休日／シフト制（応相談）
時間／18:30～23:00（深夜割増有）
給与／時給800円 ※交通費・皆勤手当

（株）第一ビルサービス
中央区新町1-7-28

☎096-352-0306

パ クリーンスタッフ
勤務地／北区津浦町　給与／時給 750 円
時間／①7：00 ～ 11：00  ②7：00 ～ 12：00
              ③13：00 ～ 17：00　休日／シフト制
９月中旬オープン♦ディスカウントストア

（株）第一ビルサービス
中央区新町1-7-28

☎096-352-0306 

パ

お土産販売スタッフ
勤務地／熊本駅　えきマチ1丁目内
9～18時のうち5時間、週3日程度～
時給／750円～+交通費全額支給
詳しくはＨＰをご覧下さい

おだのからし蓮根
本社／宇城市松橋町古保山1297-1

☎0964-32-9111 担当：小田

パ

損害保険案内　固定給+歩合給
仕事内容／損害保険案内
【火災（地震）・自動車保険など】
勤務時間／9：30～16：45
休日／土・日・祝・夏期・年末年始他
給与／最低保障月給11万5000円+
歩合給、賞与年２回
※ただし入社後３カ月間時給1000円

営業未経験者の主婦が、
活躍しています！

共栄火災
熊本市中央区河原町25

☎096（356）0161
 担当：庄司・白石

熊本直販支社

正社員

西区上代1-2-20

☎096-355-2858 担当：田邉

①介護職員②ケアマネージャー ③看護師

【①介護職員　正社員】
給与／月給15万8000円～17万8000円
時間／8：30～17：30　シフト制
　　　宿直あり（月4回程度）勤務：小規模デ
　　　イサービス・小規模有料老人ホーム
待遇／資格手当、通勤手当、賞与、社保完
　　　備、処遇改善手当

【②ケアマネージャー　正社員】
給与／18万3000円～20万3000円
時間／8：30～17：30　
　　　休日：日曜と他の1日、週2日
待遇／資格手当、通勤手当、賞与、社保完備

【③看護師　パート】※年齢不問
給与／時給 1000円～1100円
　　　※交通費込
時間／9：00～16：00の間で週3～4日、
　　　応相談

パ正

資格を活かして
あなたも元気！　私も元気！

（有）花もめん

経験者優遇！　未経験者歓迎！

ギフト品販売・陳列
時間／10：00～19：00の間で応相談
時給／710円～
応募／お電話後、履歴書をご持参下さい
※月15日程の勤務。まずはお電話を！

サラダ館 光の森合志店
合志市幾久富1758-287

☎096-248-8400

パ

受付業務
時／９時～13時、15時～21時、日曜15時
迄。シフト制　休／にじの森：水、うえき：木
給／時給750円+能力給※試用期間有
待／交通費、各種保険有、社員登用制
　
にじの森/うえき整骨院

菊陽町武蔵ケ丘北2-15-5-7、にじの森プラザ内

☎096-348-7010 担当：深浦

パート

急募！簡単作業です
男女問わず。梱包・検品、写真撮影
月4～５回/週1～2日程度（服装自由）
※曜日・時間ご相談下さい
時給800円+通勤手当支給

Vi-Ta（ヴィータ）
中央区神水2-13-34　竹下ビル201

☎050-3598-4689 担当：竹下

ア

短期一般事務　年内勤務
場所／中央区桜町　時給／950円
休日／土日祝　時間／8：30～17：30
その他／社保完備、PC入力程度
伝票作成、お茶出し、電話取次等

派

㈱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

美容師（カラー専門）
給与／正：14万円～　ア・パ：時給700円～
時間／正：10時～19時　ア・パ：応談可
休日／毎週火曜日（有給有）
待遇／社会保険・労働保険完備

クリア
東区長嶺東1-2-15

☎096-385-8039 担当：松本

カラー専門店

正 パア

エステ補助
内／エステ補助　給／時給760円～
時／9：00～18：00　３時間～可。応相談
定休／木曜（応相談）　未経験者歓迎
庶民的な美顔サロン。ノルマなし　

おしゃれなイルカ
南区薄場3-3-5

☎096-357-0019

パ

調理スタッフ

老人福祉施設内、病院での
調理と調理補助

衛生管理されたキレイな職場です！

勤務地／①熊本市南区城南町・奥古閑
　　　　②菊池郡菊陽町津久礼
　　　　③上益城郡益城町
　　　　④上益城郡甲佐町
時間／6:00～19：00内応相談
　　　休日月8日～
給与／時給710円～
　　　（6：00～8：00/900円）
資格／長期勤務できる方
待遇／通勤手当、社会保険完備（フ
　　　ルタイムの方）、車通勤可
応募／「リビング見ました」とお気軽
　　　に連絡下さい

パート

〒860-0068　熊本市西区上代1-22-34
㈱南九州ニチダン

担当：営業部　工藤
☎096-325-8600

学生寮　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

パ

☎096-323-7577

学校給食調理員　急募
地／熊本市中央区・東区・北区
時／8：00～17：00※勤務地により
　　多少前後します　※早出有り
給／契：月給124000円～165000円
　　パ：時給730円～790円　※栄養士・
　　　調理師優遇　休／土日祝・春夏冬
待／制服貸与・社保完・交通費全給
応／電話連絡の上、履歴書郵送

中央区・東区・北区など
勤務地が選べます！

●未経験の方も大歓迎●

シダックス
大新東ヒューマンサービス㈱
〒862-0926　熊本市東区保田窪3-1-10
☎096（213）0788 採用担当

契 パ

・ゴルフ予約の電話対応
・プレー代の清算
・売上伝票入力作業
※その他上記に付随する業務
休日／4週6休シフト制、24日勤務
勤務時間／６時～18時　８時間程度
給与／月給15万円から18万円
　　　※試用期間３カ月

ゴルフ未経験の方でも大歓迎
２０代～60代の幅広い年齢の
女性も大活躍しています。

熊本空港カントリークラブ
菊池郡菊陽町曲手838

☎096（232）0123 担当：緒方

正社員 事務・受付スタッフ募集

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
　　　・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

【パート】
募集人員／10名程度
職種／Ⓐ発送スタッフⒷ調理スタッフ
内容／Ⓐ商品の発送および梱包業務、検品業務
　　　Ⓑ社員食堂の調理・片付けなどの業務
時間／Ⓐ8：30～17：30（実働8時間）
　　　　※5時間勤務もあります。お問合せ下さい
　　　Ⓑ8:30～14：30
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／Ⓐ雇用保険・社会保険加入Ⓑ雇用保険
　　　 ⒶⒷ交通費支給（当社規定）、制服貸与

研修制度あります
未経験者でも安心して働けます
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

「女性を美しくする」ポーラ美容カウンセラー

プレジール主催のトーク会
来店プレゼント 随時開催
気軽に参加 私が変わる60分

プレジール店（メール受付）16827＠mail.pola.co.jp
東区石原1-2-73（ミスターマックス 熊本インター店ウラ）

（事前要予約）☎096-388-6500

「新人スタート支援制度」収入面のステップアップ 
月収4万・6万～10万・15万・20万・25万円
■エステティシャンとして安心して
　       スタートできるトーク会
・美容に興味がある
・転職でショップオーナー
・知識や技術を無料で身に付けたい
・頑張った分だけ評価されたい
参加することで見つかる働き方を教えます
≪お子様連れでも参加できます≫
　　 ～トーク会参加者へ～
フォーラムへの招待状プレゼント
POLAで働くヒントが見つかります

委

POLAの魅力やビジネスのしくみ
成功するための個別説明会開催中

①保育士 ②調理補助
①8:00～17:00　基本残業なし
給与14万円～　資格手当あり
②9:00～12:00　時給730円～　資格手当あり
社保、通勤手当<長く勤められる職場>

みゆき保育園
南区御幸笛田4-19-43

☎096-378-1511 担当：坂本

正 パ


