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美 リビング求人ガイド ☎096-359-3412
FAX096-312-3153

担当：森本
北区徳王1丁目6-52

TKUヒューマン
1枠8000円（税別） 2枠16000円（税別）

●次回掲載は11月5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・看護＞求人みれる会 開催！！

ご相談やご予約
歓迎します♪

中央区桜町1-20 西嶋三井ビル14階

0120-925-291

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 

ツクイスタッフ熊本 検索

派 正 パ
◆10/20（木）9:30～19:00の間◆
in イオンモール熊本
　1Fスタバ近くエスカレーター下
＊＊手ぶら・相談のみ・友人同伴OK＊＊
すぐに働きたい方、転職時期が決まっていない方も

お買い物ついでにどうぞ♪
■■■■■職場見学会   開催■■■■■
時間/10:00～11:00（9:45 受付開始）
＜お友達と一緒OK・手ぶらOK・服装自由＞
◎10/25（火）シエスタ錦ヶ丘
　熊本市東区錦ヶ丘 26-11
◎10/26（水）老健 ゆずりは
　熊本市南区城南町高1099
1.デイサービスも見学できます！
2.土日休みの勤務もOK！！
3.別日で個別対応も可能です♪

　
←お仕事情報
 ↓370件

①炊飯　②お菓子の製造、パック詰め
季節到来！ カンタン軽作業です！
「日勤」「夜勤」選択可 「短期」「長期」選択可

男女共に大募集！
安定した食品業界で働こう！

経験に不安な方も
お気軽にご相談ください

どんどんライスは
ごはんのプロ

南区会富町46（アクアドーム～車で5分）

☎096-227-2881 担当：原

～メリットたくさん！～
●交通費支給　　●有給休暇
●社会保険完備　●作業着支給
●「短期」「長期」働く期間が選べます
●「日勤」「夜勤」働く時間が選べます
●誕生日、Xmasケーキ支給 年1回社員旅行
《年齢、経験不問お気軽にお電話ください》
①炊飯：正社員 15万円～20万円 試用期間760円
（a）2:00～10:40 （b）14:00～22:40
②お菓子の製造、パック詰め：パート
（c）9:00～17:00　760円～（22時以降翌5時迄割増時給）
■週休2日、交通費、各種保険　他応相談

正 パ

11月9日～23日までの15日間 百貨店会場 ≪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950円～　交通費全額支給
事前研修付きで安心！　職種未経験可
■百貨店に興味がある方
■短期に勤務したい方
■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？
希望にそえる働き方ができます

人気の北海道展
毎年大盛況の案件につき
ご応募はお早めに！！
その他 お仕事多数紹介中

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

㈲南九州マネキン紹介所

ア

ナンキュウスタッフ 検索

厚生労働大臣許可（般）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

「就職支援登録相談会」熊本2会場 初開催決定

働きたいあなたのご相談、親身にいろいろ対応いたします
求人誌にはない、職場多数 !!
きっとご満足いただけるコーディネーターがご案内いたします
これはうれしい！「有給取得率100％」

《登録会相談会場》全力でお手伝いします
①10/24（月） 熊本テルサ　　10:00～12:00　※駐車料金負担します
②10/26（水） 流通情報会館　9:00 ～12:00
・介護士… 900円～1200円（資格・条件による） ※日勤・パート可
・看護職…1200円～1500円（資格・条件による） ※日勤・パート可
※他職種あり
医師・薬剤師・PT・OT・ST・ケアマネ・事務職、調理員
《勤務地》熊本市各区内、上益城郡、菊池郡、玉名市、山鹿市、宇城市、他地区

医療・福祉業界なら、メディカにお願いしてワガママ希望を交渉してみませんか
登録相談会へは手ぶら、私服、お子様連れでご来場できます

正 派 パ

就職支援センター メディカ 検索

鹿児島市下荒田2-25-1-1階

☎099-297-6922

Ｅメール：kumamoto@jinzai-k.jp

熊本担当者（直通）
☎090-5948-3943

雑魚屋 熊本東急REIホテル店 ホール接客スタッフ
希望条件で1日4h～週1日
フルタイムまでシフト相談可
かけもち・短期・中高年歓迎！！
6:00～8:00・22:00～ラストは時給1063円
時間/①6：00～   ②10:00～ ③17:30～
待遇/笑顔手当、制服貸与、食事付
時給UP制度・研修期間有・食事券毎月支給
時給①820円  ②820円    ③850円
電話でエントリー、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

地魚と旬菜 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 オープニング10/12中高年大歓迎 接客・キッチン
希望条件でお仕事ができます
来年1月迄オープニング時給850円～
1日4ｈ～週3日～フルタイムまで
時間／10：00～23：30内　応相談
待遇／笑顔手当、制服貸与、夜勤務の方食事付
時給／1月迄850円／2月～800円 共に+交通費
電話orWebで受付、お気軽にご応募を

<やさしく丁寧に教えます>

まずは、問い合わせだけでも
一緒に働きたい方募集！！
日祝手当（50円/h）あり

レストラン庄屋 
ゆめタウンサンピアン店
東区上南部2-2-2（1F）

☎096-213-3340

パ ア

働き方が選べる保育士
「仕事を探すのが大変…」
希望条件のヒアリングをして
あなたに合う仕事をご紹介！

勤／小島、城山、植木、清水新地、下江津、
　　佐土原、出水、薄場、南高江、嘉島、
　　合志（選択可）
時／1日4～8時間（午前又は午後のみ可）
給／900円～1000円＋交通費
資／保育士　休／土・日・祝 他

■扶養内ＯＫ
■未経験・ブランク歓迎
■駐車場代全額支給

保育士派遣のマルル㈱総合プラント
中央区桜町1-20 西嶋三井ビルディング 14F
☎096-223-8230

一般労働者派遣業（般）43-010084

派遣 11月10日～12月20日の期間で工場ワーク
食品加工品で例年短期 30 名の
大募集！　経験不問！　駐車場有
簡単な製造と包装の補助作業
年齢男女問わず活躍中≪短期≫

簡単な作業なので安心
◆集中的に仕事を

したい方にピッタリ！◆
面接時は工場見学あり

東区御領6-6-6
（第一空港線、ホンダ・ルマンより3分）

時間／①8:30～17:30
時給／Ⓐ950円　Ⓑ850円
休日／週休2日（日曜、水曜）
　　　※12月は日曜のみ
待遇／制服貸与、無料駐車場有
応募／電話の際に面接日決定します
　　　面接時、写貼履歴書を持参下さい
【お仕事内容はこちら】
簡単な製造の補助作業
包装作業（袋詰・箱詰・計量・ラベル貼り）
☆友達同士での応募OK！
私たちと一緒に働きませんか？

パ

☎096-380-5661 担当：吉山

①療養病棟 介護職　②デイケア介護職
地域密着型　育児介護休あり
子育てしながら、シニア層まで
増員《正社員で長く働きたい》

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

《療養病棟（50床） 入院患者さんの介護全般》
給与：13万6000円～16万2000円＋手当＋交通費
時間 8:30～17:30 8h （早出・遅出あり）週休2日
《通所リハビリ デイケアほくぶ 定員20人》
給与：13万6000円～16万2000円＋手当＋交通費
時間 8:30～17:30 8h 週休2日 利用者送迎
①②各種保険、昇給、賞与、無料駐車場
『事前相談、見学、その他承っております』

正

①常勤看護師　②医療事務
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17万円～
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

21世紀の心の医療を目指して
②医療事務 15万円～

8:30～17:30（平日4日）8:30～12:30（土曜と平日1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

味千ラーメン店スタッフ 経験不問
週2日～シフトで多数の
女性スタッフが活躍中
学校や家事と両立しながら
時短のご相談可能です

◆◆ 店舗見学歓迎 ◆◆
「職場の雰囲気」

「一緒に働くスタッフの姿」

東区下南部3-13-57
☎096-380-8937 担当：川上
東バイパス店（Kumamoto BMWそば）

菊池郡菊陽町光の森2-23-5
☎096-288-1058 担当：平井
光の森店（GU 熊本光の森店そば）

　≪自由な働き方を選択できます≫
●「平日のランチだけ」「扶養範囲内」で働く
●「土日の週2日！テストや旅行の時は週0日」
●「フルタイムでしっかり働きたい」
…みんな歓迎 詳細はお問合せください
①フロアサービス　②調理補助
時給800円　研修期間3カ月 750円
9:00～18:00（応相談）  雇用保険あり
「無理なく・気軽に・自由に」
働きたいあなたはぜひご応募ください
老若男女問わず、世代を超えて
多くのお客様にご支持をいただいています

アパ

ノルマ無 電話案内
同窓会冊子完成の案内をする仕事です
時／9:00～13:30　休／日祝隔週土
時給／800円～＋交通費（年齢不問）
※雇保、車通勤可、未経験歓迎

㈱旭出版
上益城郡益城町広崎497-2（グランメッセ近く）

☎096-289-1300 担当：タナベ

パ

看護助手（資格不問）

熊本循環器科病院
南区御幸笛田2-15-6

☎096-378-0345 担当：玉崎

正

給与／14万円～15万円+通勤手当他
休日／シフト制。夏期・年末年始休
待遇／昇給、賞与4.4月、退職金制
度、厚生年金、各種保険。産休・育休有

クリーンスタッフ

熊本循環器科病院
南区御幸笛田2-15-6

☎096-378-0345 担当：永田

パ

時間／7:30～16:00（日曜休・週１回
7:30～12:00）休憩あり　時給／750円
＋通勤手当（上限１万円）、賞与２回
待遇／各種保険、有給あり、制服貸与

20～ 30 代の子育て中の方が
活躍しています！

南区田井島2-3-8

☎096-370-8100 

太陽光発電・外装リフォームの
グッドハート株式会社

内容／パソコンを使った資料作成
　　　（見積書・現場報告書作成　
　　　補助、電話応対など）
勤務地／南区田井島
時間／9：00～16：00
休日／土日祝（週休2日）、月15日程
　　　度出勤。時間・休日について
　　　は応相談
時給／850円
待遇／交通費：月額4000円
資格／パソコン操作（ワード・エクセ
　　　ル）実務１年以上優遇、普通
　　　自動車免許
応募／電話連絡後、履歴書・職務経
　　　歴書を郵送して下さい

パート 事務パート募集

お歳暮スタッフ募集
ＰＣ操作による配送受付業務　研修有
時間／9：40～19：10（応相談）
時給／950円～、土日祝勤務可の方
期間／11月下旬～12月下旬（応相談）

株式会社　鶴屋百貨店　人事部
中央区手取本町6-1

☎096-327-3967 担当：今田

ア

X’masケーキ製造・時給850円
短期アルバイト大募集！！
X’masケーキを作ってみませんか
期間・時間／①12/  1（木）～24（土） 　8:30 ～ 17:30
　　　　　  ②12/  1（木)～24（土）　9:00 ～ 18:00
　　　　　  ③12/12（月）～24（土）　8:30 ～ 17:30
　　　　　④12/12（月）～24（土）　9：00～18：00
　　　　  　⑤12/14（水）～23（金）　20:00 ～ 翌5:00
休日／応相談
待遇／①～⑤時給850円　※22：00～翌5：00は1063円
　　　交通費支給、①～⑤皆勤手当支給
応募／まずはお気軽にお電話下さい
※ご友人同士での応募も歓迎いたします

皆勤手当　1万円支給
12/14～12/24まで
皆勤された方（休日あり）

宇城市松橋町浦川内2388

☎0964-33-4535（直） 担当：人事課
☎0964-33-4511（代）

山崎製パン株式会社 熊本工場

ア

パートタイム・夜間のご応募はお早めに

業務／①書類チェック　②データ入力（パートタイム）
　　　③データ入力（フルタイム）　④データ入力（夜間）
　　　⑤電話での不備照会　
時給／①③900円（研修720円）　②840円（研修720円）　
　　　④880円（研修720円）+交通費500円/日
　　　⑤1050円（研修720円）
時間／①③⑤9：00～18：00　②10：00～15：00
　　　④19：00～23：00　
休日／土日祝（指定日出勤あり）
期間／①10/24～11/27　
　　　②a.10/31～11/27　ｂ.10/20～11/30　
　　　③a.10/20～12/5（10/26～11/3休）
　　　　b.10/20～11/30　
　　　④a.10/31～11/27 　b.10/20～11/21
　　　⑤10/26～11/27・30
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）

短期事務スタッフ2000名募集契約

[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

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

●ＭＫレストラン下通店　中央区下通1-10-3
　☎096-354-3568　担当：中村
時間／①10：00～18：00　②18：00～22：00　③22：00～
　　　24：00　週1日～、１日3ｈ～ＯＫ、曜日時間応相談
時給／①時給800円～（研修720円）、高校生720円
　　　②時給800円～（研修750円）、高校生720円
　　　③時給1000円～（研修950円）
　　　土日祝＋50円、交通費１回：100円
●ＭＫレストラン近見店　南区近見9-3-1
　☎096-312-8030　担当：西　
時間／①10：00～18：00　②18：00～22：00　③22：00～
　　　24：00　週1日～、１日3ｈ～ＯＫ、曜日時間応相談
時給／①時給800円～（研修750円）、高校生720円
　　　②時給950円～（研修800円）、高校生730円
　　　③時給1100円～（研修950円）
　　　　土日祝＋100円、交通費1回：200円（2000円上限）
待遇／両店共通：昇給年２回、食事補助、制服貸与、研修3
　　　カ月あり

先輩スタッフが丁寧に教えます。
Ｗワーク、主婦、学生、未経験歓迎

ホール・キッチンスタッフアルバイト

FAX050-1351-3763
西区中原町495

担当：藤本

☎090-7167-9774
f-tｗoエフ・ツー


