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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7月1日号です

掲載料金
広告のお申し込み～熊本復興のためにはあなたのチカラが必要です～

FAX050-1351-3763
西区中原町495

担当：藤本

☎090-7167-9774
f-tｗoエフ・ツー

パ …パートア …アルバイト正 …正社員 契 …契約社員 派 …派遣社員

ホールスタッフパート

ご希望に応じて
勤務日数を調整して
働くことも可能です

主婦多数活躍中！
あなたのライフスタイルに合わせて無理なく働けます
お気軽にご相談下さい

ファミーユ熊本 検索

〒862-0968　熊本市南区馬渡2-17-5

☎096-243-3322
　熊本支社担当／久保田
家族葬のファミーユ

時間／①10：00～16：00（ホール業務）　週3～5日応相談
　　　②16：00～20：00（お式対応業務）　　　　
時給／770円～920円　※未経験研修時給720円
勤務地／北区　4ホール
　　　・龍田ホール：北区龍田1-2-9
　　　・光の森ホール：北区龍田町弓削833-2
　　　・清水ホール：北区山室4-1-12
　　　・麻生田ホール：北区清水新地4-5-48
　　　南区　2ホール
　　　・島町ホール：南区島町4-15-1
　　　・はませんホール：南区出仲間6-12-7
　　　西区　1ホール
　　　・横手ホール：西区横手3-1-27
　　　※各区内で2～3カ所のホールを担当していただ
　　　　きます
内容／ご来館されたお客様のお出迎え・お見送り、ホール
　　　案内、相談対応、お茶出し、清掃など
資格／未経験者大歓迎！　研修（最長3カ月）あり
　　　要普通運転免許
待遇／社会保険完備、年次有給休暇、交通費規定内支給、
　　　マイカー通勤ＯＫ、半期ごとの人事考課制度によ
　　　り賞与年２回、社員登用制度有、育休実績有、社内
　　　割引制度有

看護師・医療事務
給与／看：月給17.5～21万円（別手当有）
　　　医：月給14～17万円（+通勤手当）
時間／8：45～18：30　休日／日・祝
応募／まずはお電話下さい

おみね田中クリニック
東区小峯2-2612-577

☎080-5255-6366 担当：田中

正

登録ヘルパーさん募集　無資格者歓迎
ご希望の時間帯で1日2ｈ～OK
週1日～勤務OK！（曜日応相談）
時給／1340円～　社保完備、資
格手当・年末年始手当有、ミニ
ボーナス有、有給休暇・昇給有
初めての方もブランクのある方も
できるまで丁寧に教えるので安心◎
毎月の勉強会で楽しく学べます

無資格の方は会社が学費負担
手に職をつけるチャンス！
ワイワイ賑やかな職場です

かみふうせん
北区高平3-11-58　宮の森ハイツ1階
☎096-346-6636 担当：林

㈲在宅サービス

パート

非常勤　精神保健福祉士
日給／8310円～（経験、年齢による）
時間／8：30～17：15　休日／土日祝
資格／PSW資格保持者
　　　認知症領域での経験3年以上
熊本大学医学部附属病院

神経精神科医局
〒860-8556　熊本市中央区本荘1-1-1
☎096-373-5184 担当：城野

正 清掃員募集！（長期）
内／大学内での清掃作業など
時／9：00～17：00　給／時給715円
場／西区上熊本　待／社保完備
休／土日祝（年末年始・盆休み有）

㈱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

経理補助業務（7H)
専用ソフトへの入力、伝票の仕訳
時給／950円+交　休日／土日祝
時間／9：15～17：15 　相談可
勤務地／中央区黒髪

㈱野田市電子
人材ソリューション事業部

中央区世安町335　派43-300036
☎096-322-0050 担当：中川

派

①キャディ　②清掃スタッフ
体を動かすのが好きな方
スポーツ・ゴルフが好きな方
名門ゴルフ場で
あなたらしく働きませんか？

幅広い年代が活躍中！
パート・アルバイトで
好きな時間の勤務もOK
お気軽にご連絡下さい

菊池郡菊陽町曲手 838

☎096-232-0123
担当：緒方・宮本

時間／①6：00～18：00（うち5h程度）
　　　②7：00～18：00の中で応相談
　　　※勤務日はシフト制
給与／①月給14万円～28万円
　　　②時給760円+交通費あり
休日／①4週6休　
　　　②希望に応じて調整
待遇／社保完備、通勤費支給
　　　車通勤可、制服貸与、ほか
　　　※産休・育休取得実績有り

正社員 パート

コンビニスタッフ募集
★未経験者歓迎★レジ・接客・
店内清掃・品出し・発注など

住宅街にあるお店なので
常連のお客様も多く
アットホームなお店です

中央区帯山4-19-7

☎096-384-1191 担当：山田

セブンイレブン
熊本帯山4丁目店

①22：00～翌6：00　時給1000円
　週2日～　1日8ｈからOK
②6：00～9：00　時給900円～
　週2日～　1日3ｈからOK
③9：00～13：00　時給800円～
　週2日～　1日4ｈからOK
④13：00～17：00　時給800円～
　週2日～　1日4ｈからOK
⑤17：00～22：00　時給800円～
　週2日～　1日5ｈからOK
待遇／制服貸与、昇給有、加盟店社
員登用有、車・バイク・自転車通勤OK

いずれも研修期間30日（同時給）
年齢・経験不問。土日・長期勤務歓
迎。勤務日数は相談に応じます。

アルバイトパート

院内アシスタント
時間／①本荘7：30～15：30又は11：00～
19：00　②保田窪8：00～22：00の間で4
～8時間　時給／①900円②820円～900
円　休日／シフト（②は土日祝も可）

派

株式会社　三勢
中央区帯山3-8-44　般43-300116

☎096-383-2341 担当：大山

[ 南区 ]総務事務
給与計算、電話応対、来客対応、他
時給／950円+交　休日／日・他
時間／8：30～17：00 　
紹介予定派遣　※詳細面談

㈱野田市電子
人材ソリューション事業部

中央区世安町335　派43-300036
☎096-322-0050 担当：中川

派

《未経験OK》新設のコールセンタースタッフ

新設事業所のコールスタッフ
新しく始まったサービスのため
業務内容も一から教えるので
未経験の方でも安心！

時短勤務の対応も可能
風通しの良い職場

交通センター近くなので
通勤もラクラク！

〒860-0806　熊本市中央区花畑町4-3
　　　　　　太陽生命熊本ビル5F

☎096-342-5525 担当：古川

㈱グローバルウェイ

内容／転職サイト「キャリコネ転職」へ
　　　掲載してくれる新しい企業様に、
　　　サービスの案内を行って頂きます
給与／月給20万円（通勤手当含む）
時間／9：00～18：00（残業代別途支給）
休日／土日祝休み（完全週休2日制）
資格／電話対応に抵抗のない方、PCの
　　　操作（メールなど）ができる方
待遇／昇給有・社会保険完備
　　　大型連休有・有給が取りやすい社風
　　　ご家庭の事情がある場合は、　
　　　10：00～17：00など時短勤務可能

契約製造補助　①和菓子　②炊飯
難しい作業はありません
長く続ける人多数！

いろんなお母さん、がんばっています!!
①おはぎ、いきなり団子の製造
②ご飯炊き込みの補助作業
時間／①②0：00～24：00内で希望時間
時給／810円　深夜（22：00～5：00）時給1013円
休／週2　交通費、各種保険有　経験年齢不問

曜日・時間・日数など
経験問わず、ご相談ください
週2～5日勤務できる方

㈱どんどんライス
南区会富町46（アクアドーム～車5分）
☎096-227-2881担当：原

パ

接客なし 洋服お直し
主に裾上げ、補正等のお直し

勤務地／イオン熊本中央店内補正室
時／11：00～16：30　時給730円+交通費
休／シフト　資格不問・経験者優遇

フィッティングフォーム
ナカシマ

中央区大江 6-23-23

☎090-4349-2740 担当：原田

パ

百貨店　夏の新規 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
楽しくおしゃべりして説明

●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

● TCカード入会受付
時／9：30～18：00（実働7.5h）　休／シフト
時給／1200円～　別途交通費全額支給
土・日・祝限定でも大丈夫!!
どしどしご応募ください
スタート前に研修があるので安心
……………………………………………
百貨店内各売場幅広い業務があります
お気軽にお問い合わせください
ワクワクできるお仕事がいっぱい

百貨店内多数同時募集
kyuujin.zensyokyo.org
お仕事情報↑検索 中央区京町1-14-8

スカイハイツ1105

☎096-355-5482
担当：大坪

ナンキュウスタッフ

派

厚生労働大臣許可（般）43-010089

多様な働き方ができる介護職

子育て支援(産休・育休)
時短勤務・扶養内勤務
などの体制が

出来ている職場です

北区鶴羽田3-1-53
☎096-344-1711 担当：塚本

未経験・ブランクのある方も大歓迎
丁寧にサポートします
病院見学も随時受付中です
正職員：給与／当院規定による　
パ・ア：時給850～1100円 ※入浴介助のみ可
　　（資格経験等考慮します）
既卒の方、中途採用の職員も
しっかり定着し、笑顔で勤務しています
時間／（正）2交代制、早番・遅番、半日あり
（パ・ア）8：40～17：00（1日1h～働けます）
待遇／（正）昇給有、賞与3.9ヶ月、各種保険
休日／（正）月8～9日（パ・アは応相談）
お気軽にご連絡ください

正 アパ

体制強化のため増員中
職員のワークライフバランスの
充実に取り組んでいます

①接客 ②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
③お弁当盛付　いずれも年齢経験不問

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 駅乗車券販売 職員
《藤崎宮前・堀川駅で活躍しませんか》
経験不問、制服・電鉄バス＆電車パス有
時／6:30～19:00（シフト）　
休／日祝、隔週土曜　時給／810円

熊本電気鉄道㈱
北区室園1-1（北熊本駅）

☎096-343-2552 担当：中野

パ

お客さんに「カッコいいね！」と言われた。
女性運転士は、憧れ、褒められる仕事です

「資格費用」は会社が負担
「運転教習」は入ってから

ー「バス運転手」は、いま女性から注目を集めていますね
大石さん（以下敬称略）：知り合いの女性ドライバーに憧
れて、10年以上働いていた事務職から転身しました。バ
スの運転士は自分の運行スケジュール以外は自由にで
きて、地域密着型だから転勤もない。女性でも家庭との
両立がしやすい仕事だと思います。勤務はシフト制です
が、運動会など子どもの行事の日はお休みもとれます。
ー大型2種免許を取るまで会社が費用負担してくれるん
ですか？  驚きです。1人で運転するまでどうでしたか
大石：普通免許しか持っていませんでしたが、提携の自動
車学校で大型免許を取得させてもらいました。教習当初
は正直怖くて公道を走るのも勇気が要りましたが、不安
なことは一つひとつ教えてもらえます。ひとり立ちする頃
には運転にもすっかり慣れていますよ。教習中もお給料
は出るので、お金の心配もありませんでした。褒められた
り感謝されたり…今は何気ないお客さんとの一言ひと言
に「この仕事を選んで良かった！」と日々実感しています。辻久保営業所 （運転士）大石さんBus Staff 

熊本電鉄バスの運転士正社員

熊本電鉄バス 　採用 検索

勤務地／辻久保営業所（合志市合生4105-2）
運行ルート／熊本市、合志市、菊池市など　
　　　　　　※熊本市出勤場所あり
給与／17万5500円～19万7500円＋諸手当（2万4500円　
　　～5万2500円）　※試用期間：時給1000円
資格／普通免許（AT限定可）免許取得後3年以上
　　　※大型2種免許養成制度あり　※大型2種免許保　
　　　持者は、本採用後支度金10万円支給
時間／1日の所定労働時間　7h
　　　(1ヵ月変形労働時間　シフト制)　休日／月6～8日
待遇／賞与年2回（夏・冬）、昇給あり（年1回）
　　　退職金あり（規定による）、定年60歳（再雇用制度あり）
　　　制服貸与、各種保険等完備、きれいな社宅完備
応募／電話連絡後、履歴書（写真付）及び運転記録証明書
　　　（5年間）をご郵送ください。書類選考後、採用試験　
　　　等の日時をご案内致します　

〒860-0862

☎096-343-3023
熊本市中央区黒髪 3-7-29

担当：乗合事業部　乗合課　森本
（平日のみ 9:00 ～ 17:00）

資格取得を支
援。2ヵ月みっち
り運転教習、不
安なら延長も！

●養成制度あり
　（資格支援）

●教習制度あり
●随時見学OK
　（辻久保営業所）


