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リビング求人ガイド
～熊本復興のためにもあなたのチカラが必要です～

●次回掲載は4月15日号です

パ …パート

嘱 …嘱託社員

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
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お昼のスタッフ急募
時給／900円～　時間／10時半～17時の
間で3ｈ～４h（時間は応相談）、シフト制
経験・年齢問わず、女性活躍中です。
丁寧に教えるのでご安心ください！

ラーメン赤組
中央区上通町7-29

☎096-325-8766 担当：寺床

パ

オープニング　テレフォンアポインター
報奨金あり・時短勤務OK・勤務開始日応相談
給湯器の点検・整備のご案内　ノルマなし
販売業務は一切ありません　経験不問
時給／1250円～2000円+交通費+報奨金
時間／①10：00～14：00　②18：00～21：00
　　　1日3h～ 月15日～OK　休日／シフト
【月収例】シフト②：時給1350円×3h×15日+報奨金＝7万円
テレオペ経験、簡単なPC操作ができる方歓迎

アポインター全員未経験スタートです
オフィスワークで丁寧に教えます
交通費あり　無料駐車場完備

南区平成2-4-10 （南警察署そば）

☎096-284-1673

E-clean（イークリーン）

アパ

①正看護師 ②准看護師
日勤のみ 主に月・火の午後勤務できる方募集！
時給／①1200円　②1100円　休／日・祝他
時／9：00～19：00　シフト制　※規定内交通費
※勤務開始、時間帯はご相談ください

くどう皮ふ科医院
西区上熊本 3-22-21 （崇城大学そば）

☎096-324-7011 担当：堤

パ

病院内TV、冷蔵庫などの保守点検

職種／病院内TV、冷蔵庫等の清掃や簡単なメンテナンス作業
給与／月給5万2000円～
時間／9：30～17：00（実働3～4h シフト制）
待遇／制服貸与、交通費（一部）補助 その他面談の上
勤務地／中央区本荘周辺
資格経験不問　初めてでも安心して働けます
3名体制で午前勤務or1日通し勤務で日程を調整しながら
シフトを組みます

まずはお気軽にお電話を。 受付後、随時面接
①病室安全環境システム
②高齢者にやさしい病室用家具や
　テレビ、ランドリーなどの設備の
　開発、運営、管理

中央区桜町1-20 西嶋三井ビル8F
南九州病室事業部

パ

30～50代の方が活躍中！
シフト制なので『初パート』を無理なくスタート

0120-177-183 担当：採用担当
http://www.toyovending.jp

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
研修でラッピングのアイディア教えます！

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／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／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

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／1200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

男女営業2名採用
全国の高校・大学同窓会名簿委託制作
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　楽しく社会貢献

㈱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

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

クリーニング作業員
病院内でのクリーニング物集配業務
時給／730円　通勤手当有　時／8：30～17：00
休／土・日　6ケ月継続勤務後有給取得可能
社保完備　電話後、履歴書送付、面接

済生会熊本福祉センター
〒861-4127 熊本市南区内田町 3560-1

☎096-223-3330 担当：カナザキ

パ

和食レストラン　4月オープン
希望時間で、かけもち、短期、自由
食事つき、女性活躍　積極採用中

福利厚生が充実　年齢経験不問
まずは働いてみて！

笑顔と元気でお客様をお迎えしましょう

ホール・キッチンでフードバイトデビューしませんか？
シフトは1週間毎自己申告
連休も取得可能、土・日もご相談!!

オープニング時給6月末まで：900円
7月以降：830円
夕方～シフト希望者　相談可能

待遇／各種手当、笑顔手当、奨金制度
　　　規定交通費、時給加算制度
時間／10：00～22：00　希望時間
子育てママさんだって働きやすいシフト
合間の時間にバイトデビュー多数

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：西村ゆめタウンはません店

あなたに合わせて勤務スタイルを組み立てます！

勤務地／中央区：出水、西区：春日、北区：植木・清水新地
　　　　東区：下江津・佐土原・戸島
　　　　南区：近見・南高江・城南・御幸笛田・富合
　　　　熊本市外：益城、嘉島、合志市須屋、など
時間／1日4～8h（9～16時などお好きな時間で調整）
時給／950～1000円＋交通費　休日／土日祝
資格／保育士・幼稚園教諭・子育て支援員

中央区桜町1-20　西嶋三井ビルディング14F

一般労働者派遣業（般）43-010084
☎096-223-8230 担当：南

保育士派遣のマルル ㈱総合プラント

働き方が選べる保育士派遣

◆無理のないシフトで、生活にメリハリができる◎
◆定期研修実施中！ブランクのある方も安心です◎
◆5月スタートも受付中　　 ◆平日のみ・週3日～OK
◆持ち帰り仕事・残業なし　 ◆駐車場代全額支給

不動産業務、未経験から始める営業職
マンツーマンでサポートしてくれるから
社会人としてスタートしたい方にピッタリ
給／16万円～25万円+歩合給+別途手当
時／9：00～17：30　休／4週5休制
GW・夏期・年末年始運休有、有給休暇
資格／要普免、学歴経験不問
待遇／昇給、各種保険など面談詳細
転職、復職の方もお気軽に!!

異業種からの転職も大歓迎
宅建主任士　大歓迎

男女ともに第一線で活躍出来ます!!

㈱中央住建不動産
中央区南熊本4-7-6 （南熊本交差点角）
☎096-375-0555 担当：こはら

①営業事務　②営業正社員

中央区・東区 宝くじ販売
時給／800円（土日祝100円UP）+交通費
試用期間770円（4月末まで）　週4程度
時／9：40～18：50（実働5h、早遅番のシフト制）
安心の研修有　詳細面談にて　気軽にお電話を

㈱南九州商事 熊本支店
中央区花畑町4-1 太陽生命第2ビル1F

☎096-323-6681（受付平日17時まで）

パ

①常勤看護師　②看護助手
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22万円～　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

②看護助手　無資格＆未経験
　8：30～17：30　※時間曜日応相談
　休日週休2日　※固定もOK

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

病院内 資格不問調理
15人体制、盛付・配膳・洗浄など

時間／16：15～19：15 （3h）
時給／750円　勤務曜日相談可
電話後、写真貼履歴書ご持参ください

龍田病院
中央区黒髪 6-12-51

☎096-343-5819 担当：下田

パ

訪問介護ヘルパー
勤務地／西区、南区　時間／8：30～
17：30　休日シフト制　給与／正：16
万5000円～　パ：時給900円～　他手
当有　応募／電話後履歴書持参下さい
㈱セラム　けあらーず
城山訪問介護事業所
西区城山下代2-14-10

☎096-288-0995 出水・西倉

正 パ

新しい職場で挑戦されませんか！
　お気軽に電話下さい

内容／改修工事の現場管理、見積り、
　　　営業
営業方法／水回りメーカーのショー                                        
　　　　ルームで毎月展示会を開催
　　　　しており、それで発生する見
　　　　積りのリフォーム工事。飛び
　　　　込み訪問は一切なし
給与／基本給25万円+歩合給～経験
　　　により優遇
時間／8：20～17：20
休日／土曜・日曜・祝日定休
資格／２級建築士　
　　　※50代の男性活躍中
待遇／各種保険・駐車場無料

正社員 リフォーム現場管理者

〒862-0926　熊本市中央区保田窪2-4-98

株式会社たしろ住設

10：00～16：00　土日祝休
☎096-335-7878

医療秘書　
人数／2名　給与／時給900円～　
時間／平日8：30～17：00※短時間も
応相談　内容／医師の事務アシスタ
ント　※4/14必着で履歴書郵送下さい

済生会熊本病院
〒861-4193　熊本市南区近見5-3-1

☎096-351-8074 人事室：長松

契

医療・検査補助　募集
①看護師・准看護師②検査補助（眼科）
時間／8：30～18：00（２時間30分：休
憩）時給／①850円②800円　休日／
日・木・祝日　※試用期間有、2ケ月程度

播磨病院
合志市幾久富1866-343

☎096-348-3511 担当：赤星

医療法人セイト会

正

子どもの育ちを第一に考え
楽しく働きませんか？

キッズリハ北区
放課後等デイサービス

指導員募集

熊本市北区楡木1-1-20

☎096-200-1605 担当：中川

勤務地／熊本市北区楡木
正社員／保育士：給与/15万円～17万円　
　　　　時間/9：00～18：00
パート／保育士：時給900円～　
　　　　無資格：時給800円～　
　　　　時間/14：00～18：00
待遇／社会保険完備・有休
応募／お電話で連絡ください

パート正社員

短期一般事務（即日～６月末まで）
内容／地場企業でのデータ確認・
入力業務、電話取次等の庶務業務
勤務地／熊本市中央区世安
時間／9：00～17：00（残業少し）
時給／1000円+通勤手当
休日／土日祝休
期間／即日～平成29年6月末迄
　　　※業務のサポート体制あり

大手企業での一般事務
・引き継ぎあり　・残業少し
・時給1000円　・車通勤可能

派遣

㈱TKUヒューマン
北区徳王1-6-52TKUぷらざ2Ｆ　派43-010034

☎096-359-3412　担当：森本

介護事務（勤務日数応相談）
内容／介護施設での報酬請求業務
勤務地／北区貢町（フードパル近く）
時間／9：00～17：00（残業なし）
時給／1080円+通勤手当
休日／日曜+平日1日（月9日休）
待遇／労災・雇用・健康保険・厚生
　　　年金・年次有給休暇
期間／即日～平成30年1月末迄

スキルを活かせる職場です！
・残業無（出勤日数応相談）
・時給1080円　・車通勤可能

派遣

㈱TKUヒューマン
北区徳王1-6-52TKUぷらざ2Ｆ　派43-010034

☎096-359-3412　担当：森本

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）
給与／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

プロモーションスタッフ
内容／店頭でヤクルト商品の試飲宣伝販売および店舗巡回活動など
時間／9：30～18：00（休憩1時間）
給与／固定給150000円～+通勤費（上限24500円）
休日／週休2日制（当社カレンダー）
資格／要普通免許（マイカーでのお仕事）※燃料費支給
待遇／賞与（年2回）・特別賞与支給実績有・各種保険完備
（ヤクルト健康保険組合）・有給休暇・特別有給休暇制度・
社員割引制度・制服貸与・定期健康診断
勤務地／熊本市内および近郊のスーパーなど
事業内容／乳製品乳酸菌飲料・清涼飲料水100％ジュース・化粧品の販売

熊本ヤクルト 検索

南区南高江1-13-1
熊本ヤクルト株式会社

10120-25-8960  担当：中尾

嘱託社員

一般事務　安定の正社員
給／15万円～20万円　休／月8日シフト
時間／8：30～17：10　※パート希望可
通勤費、各種保険、賞与、駐車場あり
※主に電話対応、パソコン入力

どんどんライス
南区会富町46 （アクアドーム～車で5分）

☎096-227-2881 担当：原

正

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
①『四国展』会場　4/26（水）～5/1（月）
②『イタリア展』会場　5/3（水）～5/9（火）
③『北海道展』会場　5/31（水）～2週間
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

①看護師（夜勤専）②作業療法士（OT）③看護師④介護職

4職種同時募集！（病院・老健）

お気軽にお電話下さい
ＨＰでも求人情報を掲載

〒862-0925熊本市東区保田窪本町10-112

☎096-382-1318 担当：杉本

鶴田病院・鶴翔苑
医療法人社団　鶴友会

資格／①夜勤専従看護師=正准看護師
　　　②OT=作業療法士
　　　③看護師=正准看護師
　　　④介護福祉士
給与／正）167000円～239800円　
　　　　（当院規定による）
　　　　※夜勤１回25000円
時間／①16：30～翌9：00
　　　②8：30～17：30
　　　③8：30～17：30
　　　④8：30～17：30
勤務／①月４回から９回
　　　②１年単位変形
　　　③④1カ月単位変形
　　　（年間休日107日）
待遇／各種保険完備・交通費支給

正

鶴田病院　熊本　 検索


