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美 パ …パートア …アルバイト

正 …正社員 契 …契約社員

派 …派遣社員

～熊本復興のためには

リビング
2月
特別版

●次回掲載は3月4日号です

学校訪問営業 2名採用
全国の高校・大学名簿の調査編集出版
月給（固定）／17万5000円～+実績手当
時／9：00～17：20　休／日祝隔週土　普通免許必須
歩合＋別途手当　ノルマなし　ご安心下さい

㈱旭出版
上益城郡益城町広崎497-2（桜木中学そば）

096-289-1300 担当：タナベ

正 電話案内業務Ⓐ・Ⓑ　パソコン入力
高校や大学同窓会からの委託業務です
①電話案内Ⓐ　時給820円　9：00～13：30
②電話案内Ⓑ　時給750円　9：00～16：00
③パソコン入力　時給720円　9：00～16：00
休日／日祝隔週土
別途交通費、年齢不問、雇保、駐車無料

電話連絡後、履歴書持参

興味のある方は
ぜひご応募ください！

㈱旭出版
上益城郡益城町広崎 497-2 （桜木中学そば）
☎096-289-1300 担当：タナベ

パート

製品梱包と軽作業
3月社屋完成につきパート募集

製品梱包・軽作業をお願いします
時給／715円　時間／9:00～18:00内4h程度
休日／土日祝　※制服貸与　※委細面談にて

㈲空間アートシール
〒861-8043 東区戸島西 2-3-80

☎096-285-5533 担当：湯原

パ

オープン 増員 定食屋
5月末まで時給900円　調理・接客

9：30～22：00　週1日～、1日4h　時短で自由に
850円＋規定交通費＋日祝手当＋他手当有

うれしい食事つきの特典!!

定食屋百菜旬

☎096-235-6280

イオンモール熊本店
上益城郡嘉島町上島 2232

アパ

①調理手伝い ②接客・洗い場
いずれも週1日、1日2hから相談可能
時給／800円～　※22:00～は1000円
時間／8：00～、17：00～　希望を伺います
業務／お弁当盛付、接客、食器洗いなど

料理方秘 神の水（和食）
中央区水前寺公園3-4（九州記念病院横）

☎096-237-7507 担当：松村

パ

百貨店　ショップや売り場など　◆長期・短期◆
販売ノルマ一切ありません !
初心者でも安心して働けます
お仕事多数紹介中
まずは登録へお越しください

新しいお仕事見つけましょう！
あなたの希望に添える
働き方ができます

派

（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1105

☎096-355-5482 担当：大坪

時給／1000円～1200円　交通費別途
時間／9：00～19：30　実働7.5～8h
休日／シフト
食品、婦人靴、バッグ、紳士・婦人服
キッズ、雑貨、アクセサリー、フォーマル
ブランドショップなど
百貨店に興味のある方
どしどし、ご応募ください

kyuujin.zensyokyo.org
お仕事情報↑検索
多数掲載中

厚生労働大臣許可（般） 43-ユ-010004

百貨店　春の新規TCカードご入会受付
即日スタート 知識不要
パンフレットを見ながらの説明
経験不問、楽しくお仕事できます

百貨店内多数同時募集
kyuujin.zensyokyo.org

お仕事情報↑検索

●ＴＣカードご入会受付
時間／9：30～18：30　実働7.5～8h
時給／1200円～　交通費別途
休日／シフト
●サービス業界に興味がある方
●10代、20代、30代、40代活躍中
●無料のフォローアップ研修

今すぐ働けなくてもOK【登録だけ可】
扶養内の働き方も可能です
《接客・販売》高校卒業見込みも歓迎
『リビングを見た』で受付スムーズ!!

中央区京町1-14-8 スカイハイツ1105
厚生労働大臣許可（般） 43-010089

☎096-355-5482 担当：大坪

ナンキュウスタッフ

派

◆4月スタートも受付中◆
子育てを経験したあなたに
ピッタリのお仕事です！
勤／市内各地多数（ご希望の勤務地を選択）
時／1日4～8時間（例／9：00～16：00）
給／900円～1200円＋交通費
資／保育士、幼稚園教諭
休／土・日・祝 他（週3日～OK）

◆定期研修を実施◆
家庭と両立させるなら
『マルル』へご相談を！

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

働き方が選べる保育士派遣社員

指導員募集
子どもの育ちを第一に考え、楽しく働きませんか？
開放感のある職場で、元気なスタッフが待っています！

熊本市北区楡木1-1-20
☎096-200-1605 担当：中川
放課後デイサービス キッズリハ北区

勤務地／熊本市北区楡木（岩倉交差点そば）
時間／平日①13：30～17：30（4ｈ）
　　　　　②14：00～18：00（4ｈ）
　　　土曜・祝日9：00～16：00（6ｈ）　▶勤務時間は相談可能
給与／持っている資格によって時給が異なります。　・正看護師：1200円～
　　　・准看護師：1000円～　・保育士：900円～　・介護福祉士：900円～
　　　・無資格800円～　　▶未経験者歓迎・実務経験者の優遇あり
資格／幅広い年齢層と様々な有資格者が勤務中
待遇／社会保険完備・有給休暇あり・自動車通勤可能（駐車場完備）
応募／お電話での連絡後、履歴書をご持参ください
受付／月～土曜　9：00～18：00まで（日曜日除く）
ＨＰ／http://www.kidsreha-kitaku.com/index.html

パート

ドーナツの製造・販売・接客・店内清掃
勤務時間は応相談

土日働ける方、大歓迎
　休日シフト制

応募は各店へ電話を

●健軍ショップ
住所／東区健軍3-51-16
☎096-368-3141　担当：池田
時間／5：00～0：00
時給／750円

●ゆめタウンはませんショップ
住所／南区田井島1-2-1
☎096-370-5113　担当：川添
時間／6：00～22：00
時給／750円、土日祝は50円ＵＰ

●イオンモール熊本ショップ
住所／上益城郡嘉島町上島2232
（旧クレア2Ｆフードコート）
☎096-235-7374　担当：長崎
時間／6：00～22：00
時給／780円、土日祝は50円ＵＰ

パア

〒862-0911　熊本市東区健軍3-51-16

☎096-368-3142 

合名会社　大進

北区和泉町168-18

内容／菓子接客販売
勤務地／熊本城城彩苑・熊本空港店・
　　　　鶴屋百貨店・ＪＲ熊本駅店
時間／勤務地により異なります。各施
　　　設営業時間内での２交代制
給与／正：15万円～（試用期間有）
　　　パ・ア：時給750円～
※電話後、履歴書をご持参下さい

制服貸与・社員割引あり
まずはお気軽にお電話下さい

㈱岩田コーポレーション

☎096-245-5211 担当：渡辺

あんたがたどこさ

お菓子の接客・販売　♦男女不問♦正 パ ア

クリーンスタッフ
勤務地／西区島崎6丁目（産婦人科）
時間／8：00～16：15（7ｈ）　
給与／時給720円　休日／シフト制
待遇／交通費（規定内）、制服貸与

パ

（株）第一ビルサービス
中央区新町1-7-28

☎096-352-0306

クリーンスタッフ
勤務地／東区佐土原3丁目（グランメッセ近）
時間／①正）7：30～16：30（7ｈ）
　　　②パ）7：30～11：30（4ｈ）
時給／750円（試用期間有）　休日／日祝

（株）第一ビルサービス
中央区新町1-7-28

☎096-352-0306

パ正

働きやすさ◎看護助手
時間／一般8：30～17：30（夜勤あり）
           夜勤専従16：00～翌9：00
           （月10回程度）
給与／一般：16万3600円～16万8700円
　　　夜勤専従：18万円

東病院
南区出仲間5-2-2

☎096-378-2222　担当：堀田

医療法人　東陽会

正 パ ①看護助手②入浴介助
時間／①7：00～19：00（応相談）
　　　②9：30～15：30（5ｈ程度）
　　　※年齢不問
給与／看護助手：時給750円～800円
　　　入浴介助：時給850円～1150円

東病院
南区出仲間5-2-2

☎096-378-2222　担当：堀田

医療法人　東陽会

タイトル

始めは、みなさん未経験です。
明るくきれいな環境で多くの女性（20～40代）が活躍中！！　
【契約社員】
募集人員／若干名
職種／商品発送スタッフ
内容／商品の発送・検品業務 他
　　　全国のお客様へ商品をお届けするための
　　　商品梱包・チェックなどの仕事です
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／発送スタッフ５名・調理補助２名
職種／Ⓐ発送スタッフ　Ⓑ調理補助
内容／Ⓐ商品の箱詰め等（未経験でも出来ます）
　　　Ⓑ社員食堂の調理補助、盛り付け、片付けなど
時間／Ⓐ8：30～17：30（実働8時間）
　　　ⒶⒷ8:30～14：30　Ⓐ12：30～17：30
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

充実した業務サポートで安心！
お子さんの学校行事や休みに対応
家庭と仕事の両立ができます

発送（契約社員・パート）、調理補助同時募集契約社員 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
国府電停

水前寺駅水前寺駅

新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

アポインター

東区新生1-44-20 第2大津ビル2Ｆ

☎096-365-6261 担当：宮本

日本健康スマイル

パート

時給／800円～1200円＋報奨金　
時間／9：00～17：00、10：00～17：00
休日／土日（週休2日制）　内容／商品
の電話案内（ノルマなし）、経験者優遇

(株)リージェントグループ

英語講師募集
資格／TOEIC850以上　時間／15：30～
21：30　内容／小学～高校の文法　時給
／1300円～　年齢／大学生以上　勤務
／京町本校・上通校・小峯校のいずれか

英会話　ビッグアップル
中央区京町本丁1-72

☎096-355-6846 14：00～19：00

パ

イタリアンカフェレストラン　2月オープン
～いずれも採用スタート～

ランチタイム歓迎
イタリアンのホール！

オープン準備真っ只中
気軽に応募してください
手当多　経験問わず採用

パスタ・PIZZAなど
イタリアンの専門知識も習得できますよ！
自分のスキルアップにつなげられるチャンスです
●飲食店経験者大歓迎（雇用形態は問いません）
●キッチン経験者優遇 
●調理師免許取得者優遇
●未経験者歓迎
●年齢　18～40歳くらいまで
オープン時給850円～　別途手当支給
時間／①10：00～　②17：00～ or 18：00～
●週1日～　1日3～5h
●フルタイムも時短もあなた次第
●事前申告のシフト
5月以降時給800円＋別途手当支給
勤務地／ゆめタウンサンピアン店

アパ

〒857-1162 佐世保市卸本町16-2 （本社）
㈱庄屋フードシステム

0120-1818-34 担当：西村

各種手当、処遇改善手当、賞与（正）3.7ヶ月
寄りそうケアと自立支援をモットーに
様々な介護事業を行っています

①介護老人保健施設　ケアビレッジ箱根崎 
②ホームヘルプステーション  　　　　　
③デイサービス　　　　 　　　　　　　

滄溟会グループは介護サービスで約25年
《採用お祝い金がもらえる》説明会を開催します
『40代からの復職にも寄り添う環境を整えました』
～働き始めての戸惑いのギャップは研修でバックアップ～
最近は、夜勤専従で働くメリットを選択した職員も増えてきています
【夜勤専従の介護職のメリット】
●採用や待遇面で給与アップ
●昼間にしかできない用事をすませられる

『夜勤専従の方でも大丈夫！』
滄溟会は恵まれた自然環境の中、地域医療貢献に取り組み
家庭的な雰囲気の中、利用者の方が楽しい日々を送っていた
だけるような環境づくりに日々取り組むスタッフばかりです
休日、入社日、その他詳細は当日ご案内いたします

正：賞与前年実績3.7ヶ月　介護職は＋処遇改善手当有
給与
①（正）看護師：20万円～　（正）介護福祉士：15万8200円～　
　（パ）介護職（フルタイム）：12万960円～
　（正）PT/OT：20万6400円～　（パ）入浴介助：時給950円～　
　（パ）運転手：時給720円～
②（パ）登録ヘルパー：時給1300円（生活）　時給1500円（身体）
③（正）介護福祉士：15万8200円～　（正）看護師：20万円～
　（正）准看護師：17万400円～　（パ）看護師：12万3840円～
時間　勤務体系により、面談時応相談
　　　資格取得研修、正社員登用制度もご相談可

滄溟会グループの「介護」のカタチ　再挑戦×チームケア×転職正 パ

《少人数制の合同会社説明会》
随時事前受付、電話でご予約下さい

■ 施設見学 ■
日時：14：00 ～  その他応相談
会場：ケアビレッジ箱根崎

◎筆記用具持参、履歴書は不要
　　掲載以外の職種もご相談下さい
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☎096-274-7700  受付：9：00～17：00   採用担当
熊本市北区植木町正清888　（植木インターより車で5分）

医療法人　滄溟会（そうめいかい）
介護老人保健施設　ケアビレッジ箱根崎


