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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
3月
特別版

●次回掲載は4月1日号です

3時間限定の事務員
〈総務・経理全般〉電話後履歴書郵送

短時間だけ働きたい方必見
9:00～12:00　土・日・祝休み
時給800円＋規定内交通費

㈱国際観光交通
〒861-8035 東区御領6-2-35

☎096-243-0003 担当：岡田・澤田

パ クリーンスタッフ
勤務地／南区十禅寺3丁目（南署前）
時間／8：00～11：00　休日シフト制
　　　（月2日程14～18時勤務有※応相談）
時給／750円（試用期間720円）

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（グランメッセ近く）
時間／正）7：30～16：30（実働7ｈ）
　　　パ）7：30～11：30（実働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

履歴書・職務経歴書を郵送下さい
面接日時をご連絡します①営業

内容／集客から引き渡しまでの応対等。その他接客、
　　　事務作業有
時間／8：30～17：30　※月10時間程度の残業あり
給与／230000円～（歩合制・試用期間あり）
休日／水曜ほか週休2日制
待遇／社会保険完備。有給休暇、年末年始・ＧＷ・お盆休暇
資格／要普免（ＡＴ限定可）、高卒以上・年齢不問
②工務
内容／注文住宅の施工管理他、現場での業者間の
　　　打ち合わせ・指示など、お客様対応
時間／8：30～17：30　※月20時間程度の残業あり
給与／230000円～300000円（試用期間あり）
休日／水曜、第2・4木曜休、週休2日制
待遇／社会保険完備、資格手当。有給休暇、年末年　
　　　始・お盆休暇
資格／要普免（自家用車持ち込み/ガソリン代支給）、年
　　　齢・学歴・経験不問　※建築関連の有資格者歓迎

③経理事務
内容／建設業経理に伴う業務・電話応対・お客様
　　　応対
時間／8：30～17：30　※月10時間程度の残業あり
給与／180000円～250000円（試用期間あり）
休日／水曜他週休2日制
待遇／社会保険完備。有給休暇、年末年始・ＧＷ・
　　　お盆休暇
資格／要普免（ＡＴ限定可）、高卒以上・年齢不問
　　　※経理実務経験者歓迎
事業内容／一般注文住宅の施工販売

〒862-0959　熊本市中央区白山2-11-24

☎096-364-4100 http://www.ecohou.jp/

①営業　②工務　③経理事務正社員

石窯パン工房モワソン　製造・販売
時間／早朝4：00～21：00の間で4～5ｈ
時給／750円～別途早朝手当有
　　　（試用期間有）
応募／電話連絡後、面接日を連絡
石窯パン工房モワソン県立大学前店
☎096-387-8233　担当：井上
石窯パン工房モワソン平成店
☎096-285-4808　担当：鯖江（サバエ）

週4～5日程度できる方
未経験の方大歓迎

希望の店舗にお電話下さい

㈱フランドール
北区室園町2-26

☎096-345-9511 

アパミスタードーナツの製造・接客・店内清掃
時間／6：00～23：00の間で4ｈ～
時給／750円～
熊本清水バイパスショップ　
☎096-343-6842　担当：谷川
日赤通りショップ　
☎096-340-0165　担当：谷冨　
ゆめタウン大江ショップ
☎096-373-6211　担当：紫垣　

勤務時間は応相談
平日8時から働ける方大歓迎
3店舗同時募集！　各店へ電話を

㈱フランドール
北区室園町2-26

☎096-345-9511

アパ

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／10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10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JR豊肥本線

熊本銀行熊本銀行
国府電停国府電停

水前寺駅水前寺駅

新水前寺駅新水前寺駅

ロッキーロッキー

競輪場通り競輪場通り

健康家族ビル

ローソンローソン

水前寺共済会館水前寺共済会館

新水前寺駅前電停新水前寺駅前電停

レストラン街　ピエトロスタッフ
ゆめタウンはませんのパスタ専門店
サラダの盛り付けや、パスタを茹でて
ソースに絡める 『キッチン』

バイトが初めての人におすすめの 『ホール』

朝もゆっくり　夕方早め
プライベートはあなた次第
春バイトするなら、ぜひピエトロで！

給与／時給800円　※入社祝い金+ボーナス
時間／①11：00～15：00　②17：00～21：00
　　　※2h～応相談
休日／希望シフト
待遇／規定内交通費、マイカー通勤、制服貸与、食事割引
《学生さんから幅広く採用中》

ゆっくり覚えていただきます
土・日は月1～2回程度で大丈夫!!

残業なしでシフト通りの時間　子育て世
代へは協力します　1週間毎のシフト作成
土日のみ勤務もOK　もちろん短期もOK

居心地のいいピエトロ
正社員を目指す方も歓迎
あたたかく迎えます

アパ

南区田井島1-2-1 ゆめタウンはません（本館1F）

☎096-370-5115 担当：武内

洋麺屋 ピエトロ

食事や休憩のための女性専用スペース完備
男性のイメージが強いですが 頼れる女性たちが
日々楽しく業務に励んでいます
もともと運転が好きで大型免許取得のため教習所へ通って
いたところ、「バス運転手の募集」の広告を見て、好きなこと
をして地域貢献できたらいいなと思い、転職しました

～研修期間を経て、熊本城周遊バスと路線バスの両方を担当～
常連のお客様に声をかけて頂いた時
『運転手になってよかった』と感じます

～路線バス運転士という選択～
●やさしさ、笑顔、気配りを生かす仕事として、正社員で働いてみませんか
●女性ならではのやわらかい優しさが生かせる仕事です
●未経験からでも、入社後に養成制度を生かして
　自動車学校へ通い、大型二種免許を取得可能なので
　やりがいをもって働くことができます
●事前にシフトが決まっていて無理がありません
●運転しやすい小さなバスのコースもあります

給与／20万円～23万円　諸手当含む
年齢／21歳から50歳くらいまで
時間／実働7時間10分（シフト制）　休日／年間84日
　　　※時間外手当あり　※休日出勤手当あり
資格／大型二種免許　※普通免許取得後3年以上の方も応募可
勤務地／熊本市内3営業所 （本山・上熊本・小峯）
待遇／各種保険、制服貸与、家族給、規定内交通費
　　　退職金制度、昇給年1回、本採用後賞与年2回あり

熊本都市バスの運転士正社員

☎096-312-0633 担当：江頭（平日のみ 9：00～18：00）
中央区本山2-9-32

～女性の方も安心して応募いただけます～
▶未経験の社員が多く活躍しています
▶勤務地は熊本市内3カ所
　（本山・上熊本・小峯）

■メールの応募も可能■
saiyo@kumamoto-toshibus.co.jp

担当：江頭

試験日／毎週木曜　（祝日の場合は変更）
試験内容／面接・筆記・実技・適性診断
大型二種免許所持者へは支度金10万円支給

《応募前に事前見学可》

百貨店　催事会場で働こう！　◆短期◆
1日～短期・単発など
効率よく働けます

百貨店内多数同時募集
kyuujin.zensyokyo.org

お仕事情報↑検索

●新着情報　催事：『四国展』会場
4/26（水）～5/3（水）の短期
時給／1000円～　交通費別途
時間／9：00～19：30　実働7.5h～
催事会場のご案内
百貨店が好きな方、お客様と接する仕事をお
探しの方、期間限定から始めてみませんか？
●『未経験の方にはしっかり教えます』
●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、学生、未経験
《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

☎096-355-5482 担当：大坪

（有）南九州マネキン紹介所
厚生労働大臣許可（般）
43-ユ-010004

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
お友達同士で働いている方も在籍中！

kyuujin.zensyokyo.org
お仕事情報↑検索
多数掲載中

派

中央区京町1-14-8 スカイハイツ1105

☎096-355-5482 担当：大坪
厚生労働大臣許可（般） 43-010089

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、バック、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
まずは登録へお越しください
●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
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

ナンキュウスタッフ

滄溟会グループはトータルな介護事業を展開し
　地域と人をむすび　約25年歩んできました
職員の働き方改革をこの春、スタートします

●滄溟会のお仕事　～目指すべき職員像～
『職員を真ん中に情熱と向上心を持って働こう』

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
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　休日／シフト
　　　資格取得研修、正社員登用制度もご相談可

きめ細やかで質の高いサービスが私たちの目標
まずは既存施設で現場を経験していただきます

その一歩を踏み出しませんか

他施設に負けない待遇
正：賞与前年実績3.7ヶ月
介護職は+処遇改善手当

☎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

復職に寄り添う介護　滄溟会グループ正社員 パート
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少人数制の
合同会社説明会

毎日随時、14：00～
場所：ケアビレッジ箱根崎
要予約
筆記用具持参
履歴書不要

新卒未経験→資格なしでも大丈夫
復職→短時間日勤のみからスタート
転職→経験を活かしキャリアアップ

訪問介護ヘルパー
資格はヘルパー2級以上　週に1回から
定年退職後の方も歓迎です
年齢は問いません

①登録型パート　時給／1300円～
　週1日～　1日1h～　希望時間
ふきのとうが転職・復職を応援!!
全力バックアップ
きっと介護が楽しくなる職場です

②正社員
給／16万円～　休／週2日
時／8：30～17：30　待遇面充実

訪問介護事業所 ふきのとう
東区下南部 2-15-11
☎096-388-2721

正社員 パート


