
会場／朝日生命熊本ビル 6階 臨時会議室　（中央区水道町8-6）
時間／10:00～（2時間程度)　定員／50人　◆マイナビからお申し込み下さい

問合せ／熊本リビング新聞社 総務部 ☎096-359-3311 9:30～18:00
日祝休

新卒採用 正社員募集

【募集職種】一般職（営業部・編集部・総務部のいずれかに配属　若干名）＊既卒可

時には音楽、時には親子で遊ぶ…想いを込
めたさまざまなイベントの企画・運営を行
い、人々に楽しさや感動をお届けしています。
今後も熊本が元気になるイベントを企画中

まずは
ご参加下さい

今こそ元気・喜び・感動・楽しさを

リビング会社説明会8/17 ・19水 金

＊震災のことを考慮して、この時期の開催となりました

生活情報紙「リビング熊本」では、広告主や地域
の想いをカタチにし、読者へ届ける橋渡し役と
して“生活”に役立つ情報を幅広く発信していま
す。創刊30周年の今年、熊本地震を経て「今、本
当に必要な情報はなにか？」「熊本のために何
ができるか…」と、元気になってきた被災地を
特集したり、熊本の企業とのコラボ企画など、復
興への想いを込めて紙面をつくっています。

また、熊本の“結婚”に関する情報を集めた
「レイウエディング熊本版」も発行しています。
震災後には“絆”をテーマに、先輩カップルを
はじめ式場・ショップからのエールがちりばめ
られた1冊を発行。今後も熊本のブライダル
シーンを盛り上げていきます。

メディアで“伝える”

イベントで“伝える”

私たちは伝える
 仕事をしています。

＊1次選考（書類）8/31必着。応募方法・給与・待遇等、詳しい情報はマイナビをご確認ください

リビング熊本
創刊30周年

熊本リビング新聞社 2017年度

※イメージパース

上熊本店／TEL.096-356-4429
熊本市西区上熊本2-8-45

西銀座通り店／TEL.096-327-2917
熊本市中央区新市街2-5 サンスクエアビル2F

銀杏通り店／TEL.096-325-2917
熊本市中央区新市街1-11 サンホワイトビル1F

平成店／TEL.096-334-2911
熊本市南区平成2-3-8

厳選された最高級の
黒毛和牛を、部位ごとに
見極めた最も良い状態でご提供。
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光の森店
10月オープン!

スタッフ大募集中！
詳しくはお問い合わせください
（Tel.096-334-2911／平成店）
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○企業名が見出しに表示されているものは
その企業からのPR情報です 
○紙面の無断転載を禁じます

■記事・広告のお問い合わせ（日・祝休）

2016年8月6日号 〈40Ｐ〉
〒860-8511熊本市中央区水道町8-6朝日生命熊本ビル8階

■配布に関するお問い合わせ

（土日・祝休） TEL.096-359-3611
TEL.096-359-3311

休日在宅医は16ページに掲載

桜木４丁目
モデルハウス見学会

Tel.096（285）8091

― 予 約 受 付 中 ―

桜木
モデルハウス見学会

最
新

検索ファミリーステージ 熊本

最
新
最
新
最
新

こだわりの間取り、素材、家づくりのヒントがここに!!

NEWSLDKは
広々20帖！
収納たっぷり

桜木中まで
約230ｍ！
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TV番組表はweb公開
できません。
リビング新聞紙面を
ご覧下さい。


