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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9月17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～

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　短時間も有　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

急募！　ドコモショップ店内スタッフ（東区）

店舗拡張のための
社員募集です

（正社員・契約社員）

勤務地／
①ドコモショップ熊本東店
（熊本市東区小山2-14-51）※産交バス「小山団
地」徒歩5分・「小山」徒歩15分（交通センターか
ら約40分）
②ドコモショップ熊本小峯店（熊本市東区月出
5-2-25）※都市バス「小峯営業所」または「西小
峯」徒歩１分（交通センターから約34分）
　※定期代月額4万円まで会社支給

給与／【正社員または契約社員（3ケ月更新）】
　　月給（基本給）15万6000円～19万6000円
　　+資格手当制度有り（5000円～6万円）
　　+扶養手当（配）6000円（子）4000円/1人
　　+報奨金制度有り
　　　
仕事内容／スマートフォンや携帯電話の店内販
売および事務処理をお願いします。既存機種か
ら最新機種まで扱いますが、研修で知識習得を
丁寧にサポートしますのでご安心下さい

時間／シフト制勤務（実働8時間・休憩60分）
　　　Ａ/9：30～18：30　
　　　Ｂ/10：30～19：30
　　　Ｃ/11：00～20：00

休日／シフト制　月8～9日休み（週休2日）
　　　年間休日105日

資格／高卒以上　年齢35歳まで（職務経験不問）

待遇／昇給・賞与または一時金有り
　　　各種保険完備　交通費支給

応募／まずは、お気軽にお電話下さい

事業内容／情報通信機器販売（ＮＴＴドコモ代
理店・ＮＴＴ西日本特約店）

研修制度が充実しているので
未経験者の方も大歓迎です！

ＯＡ通信サービス株式会社 ☎096-387-0001　担当：荒木
Ｍail:recruit@oat.ne.jp本社仮事務所/〒861-8029　熊本市東区西原2-2-1

正 契正社員 接客・店舗運営・店長候補

北区武蔵ケ丘5-23-10

☎096-339-5500　担当：一美

ミヤマ珈琲 熊本光の森店

内容／接客業務・店舗運営業務・店長
　　　候補・メンテナンス業務、その他
勤務地／ミヤマ珈琲　熊本光の森店
　　　　ミヤマ珈琲　熊本田崎店
　　　　（西区春日7-21-10）
休日／シフト制
時間／6:30～23：00の間で9時間。
　　　シフト制　勤務時間は応相談
給与／基本給16万円～35万円、各種手当
資格／特になし
待遇／労災・雇用保険・社保完備。　　
　　　研修制度有。期間1カ月～最大3
　　　カ月。この間も上記の給与支給
応募／まずはお気軽にご連絡下さい

別荘をイメージした
木目調のまちかど珈琲店
会話のはずむ交流の場を

目指します

研修制度があるので安心
研修期間中も下記給与支給！

お待たせしました！毎年人気のお仕事
問合せ多数！　お早目にご連絡を♪
業務／①書類チェック　②データ入力　
　　　③夜間入力　④電話での不備照会　
　　　⑤SV（班員からの質問対応、進捗状況の管理など）
時給／①②900円（研修720円）　
　　 ③880円+交通費500円/日　④1050円（研修720円）
　　　⑤1100円（研修720円～880円）
時間／①②④9：00～18：00　
　　　③19：00～23：00　⑤8：45～17：45
休日／土日祝（指定日出勤あり）
期間／10月中旬～2ケ月以内
勤務地／勤務地は業務によって異なります
[a.九州BPOセンター]中央区大江3-1-66（ゆめタウン隣）
[b.熊本駅前センター]西区春日1-12-10（白川口より徒歩すぐ）
その他／ご来社いただいた方全員に粗品をプレゼント！

短期事務スタッフ2000名募集契約

新規新規

2,000名募集2,000名募集
期間限定10月～12月期間限定10月～12月

[熊本支社]熊本市西区春日1-12-10　

0120-450-752 

日本郵政スタッフ株式会社

アンケート調査員
視聴率でおなじみの会社です！！
勤務／熊本市内（時間帯は自由です）
報酬／出来高払い　資格／年齢不問
※詳細は電話にて説明（5日以降受付）

㈱ビデオリサーチ
福岡市中央区天神2-14-13

0120-48-3737

委託

短期アルバイト募集！
「イタリア展」での食品等の販売
期間／9/21（水）～9/26（月）
時間／9：40～19：10　休憩90分
時給／712円、駐輪場完備、高卒以上

鶴屋百貨店　人事部
中央区手取本町6-1

☎096-327-3967 担当：今田・鹿毛

株式会社

ア 短期アルバイト募集！
「フランス展」での食品等の販売
期間／10/19（水）～10/25（火）
時間／9：40～19：10　休憩90分
時給／730円、駐輪場完備、高卒以上

鶴屋百貨店　人事部
中央区手取本町6-1

☎096-327-3967 担当：今田・鹿毛

株式会社

ア 例大祭みこしかつぎ
9/18（日）　70名募集！　日給：1万円
　4：00～17：00頃 　駐輪場完備
ハッピ・半股引き・足袋　貸与

朝食と昼食、ビール、ジュース付き

鶴屋百貨店　人事部
中央区手取本町6-1

☎096-327-3967 担当：今田・鹿毛

株式会社

ア

「女性が活躍中の職場」 サポートスタッフ

「人と話すのが好き、キャリアアップしたい」
あなたを待ってます！

仕事内容/お客様サポート
給与/16万円～22万円（試用期間15万円）
時間/8:30～17:30　
休日/日、祝日（週休2日制）、お盆、年末年始、GW
資格/普通免許保持者　待遇/各種保険完備
　　※電気工事士2種資格取得補助有
応募/まずは履歴書をご郵送ください
先輩社員が丁寧に教えますので、ご安心ください
≪未経験者大歓迎≫≪明るく楽しい職場≫
短時間正社員制度あり
詳しくはお問い合わせください
http://www.takemoto-denki.com/

研修制度もあり安心♪
経験や学歴は問いません
男女問わず活躍が可能〒861-8083 熊本市北区楡木2-11-95

☎096-327-9988

正

人気のいろいろ催事とTCカード受付 ≪接客・販売≫

就活中の方・学生・主婦の方
多数登録活躍中です！
時間9:00～19:30（実働7.5～8h） シフト制
時給850円～1200円　交通費全額支給
事前研修付きで安心！　職種未経験可
明るく楽しく笑顔で接客できる方
休日はシフトを作成希望日可
電話受付後のエントリーになります
さぁ、あなたもチャレンジしてみませんか？
①9/21～27　　≪イタリア展≫
②9/28～10/4　≪大京都展≫
鶴屋TCカードご入会受付9:30～18:30   1200円～＋交通費

【短期】催事場とカード受付
幅広い年代の方が活躍中です！
残り採用枠あとわずか…長期あり
1日からでも予定が合えばOK！

新しいお仕事見つけましょう！
kyuujin.zensyokyo.org多数掲載中
食と伝統文化に触れてみませんか

ナンキュウスタッフ 検索

厚生労働大臣許可（般）43-010089、43-ユ-010004
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

ナンキュウスタッフ

①介護職 ②ケアマネ ③ヘルパー  訪問介護
介助のシーンに合わせ
実践的な勤務形態で働きませんか

事業拡大により増員！！
あなたに合った働き方を
見つけてください

≪小規模多機能ホーム≫※資格経験不問
①実務者・初任者 （正）16万円～（パ）750円～850円
①無資格者　　   （正）15万円～（パ）700円～800円
②サービス計画担当者 8:30～17:30　週休2日
（正）20万円～25万円（パ）1050円～1200円
①②日勤8:30～17:30　宿直17:30～翌8:00
他働き方調整いたします
≪訪問介護事業所≫※担当宅制、好きな地域で
③ヘルパー・訪問介護
（正）15万5000円～経験に応ず　
8:30～17:30　週休2日
（登録）家事1200円～　身体1300円～
8:00～18:00　週1日1h～ ステップアップ

正

☎096-388-2721介護サービス事業部
東区下南部2-15-11（市営下南部団地そば）

リビング・ウイル・サポート 

パ

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／交通費支給・制服貸与
　　　各種給付制度・表彰制度有
　　　キャリアアッププラン（社員登用制度等）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

障がい者施設 支援員
基本週休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 オープニング 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 従業員割引あり
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

『美味しいが笑顔に』
『美味しいが健康に』

☎096-213-5571

レストラン「お魚家族 雑魚屋」
ゆめタウン光の森店
菊池郡菊陽町光の森 7-33-1

パ

医療・介護施設内 厨房スタッフ

「サポート業務が好き」
「専門職でスキルアップ」
勤務条件面談で相談可能！

西区上代1-22-34

病院・福祉の食事サービス

☎096-325-6555 担当：工藤

正 パ

■調理パート　6:00～19:00内希望時間
①早朝固定日勤：7.75実働　休憩あり　6400円
②交替制シフト：1日3h～週2日～時給800円～
≪熊本市中央区・南区他≫≪上益城郡益城町・甲佐町≫
≪菊池郡菊陽町≫≪八代市内≫その他多数あり

資格を活かした働き方、転職ご希望の方
■調理スタッフ・調理師・管理栄養士・栄養士
≪熊本市西区他≫≪八代市≫≪熊本県荒尾市≫
（正）17万円～25万円　8:30～17:15　休：月8日（シフト制）
（パート）950円～　調理士：月8日 シフト制
管理栄養士・栄養士：月8日内土日連休月1回可
待遇　交通費1万円迄、制服貸与、各種保険完備（正）賞与
たくさんのやりがいがあります
安心してご応募ください～採用担当～

勤務時間もフルタイム～短時間まで様々
仕込みから調理、洗い場、配膳、洗浄など
経験不問　週2日～＆シフトでご相談可

増員 療養病棟看護師
正：24万3000円～30万円　准：20万2000円～26万3000円
a)8:30～17:30 b)16:30～翌8:30 2交替、週休2日
≪子育て、シニア層へも柔軟に相談可能≫
育休・産休習得率100％ 地域密着型病院

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

無資格 調理補助
経験を積みたい方　短時間固定

9:00～午前中の3h　時給750円　経験不問
基本残業なし　その他相談ください
園内を見学してみませんか？

みゆき保育園
南区御幸笛田4-19-43 （笛田神社横）

☎096-378-1511 担当：坂本

パ

ドーナツの製造・販売・接客・店内清掃

土日働ける方、大歓迎　休日シフト制

●ミスタードーナツ下通店
☎096-355-3901　担当：渕上
時間／5：00～3：00時間内で応相談
時給／730円～

●ミスタードーナツ健軍店
☎096-368-3141　担当：池田
時間／7：00～22：00　時間内で応
相談　時給／720円～

●ミスタードーナツはません店
☎096-368-3141　担当：川添
時間／8：00～22：00　時間内で応
相談　時給／一般750円～、高校生
730円　土日祝は時給50円ＵＰ

●ミスタードーナツ
　イオンモール熊本店
☎096-235-7374　担当：長崎
時間／8：00～22：00　時間内で
応相談　時給／一般750円～、
高校生730円　土日祝は時給50
円ＵＰ

パア


