
○企業名が見出しに表示されているものは
その企業からのPR情報です 
○紙面の無断転載を禁じます

■記事・広告のお問い合わせ（日・祝休）

2017年7月1日号 〈28Ｐ〉
〒860-8511熊本市中央区水道町8-6朝日生命熊本ビル8階

■配布に関するお問い合わせ

（土日・祝休） TEL.096-359-3611
TEL.096-359-3311

休日在宅医は18ページに掲載 検索ファミリーステージ 熊本

現在ご案内中です。まずはHP検索！

TEL.096-285-8091 

熊本の土地情報

御幸南
区

流通団地近く。
東バイパスまで
車で約２分！ に大型団地誕生
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リビング配布スタッフ募集
7月14日（金）植木コミュニティセンターでお仕事説明会

「リビング熊本」を楽しみに待っている人に向けて週に1回、
ファミリー世帯のポストに配布をするお仕事です。

自分の都合の良い時間に定められた家・建物に配るので、お仕事前やお子さんが学校
に行っている間などの、すきま時間を上手に活用できます。時間的制約が少ないので、
フルタイム勤務ができない人も無理なく続けられます。

リビングプロシード熊本支社

●仕事内容
　「リビング熊本」や折り込みチラシを毎週、
　水曜・木曜の明るい時間に配布
　あなたの住まい周辺の指定された 300 ～
　500 世帯が対象

●報酬
　月額 2万円程度（部数・ページ数・チラシ
　等により変わります）

●募集エリア
　配布地域詳細については問合せて下さい。
　応募は先着順に受付
　※同エリアに集中した場合は待たなければ
　いけないこともあるので、早めに応募を

※配布物は火曜日に自宅へお届け（折込作業あり）
※業務委託契約です

※７月 14 日（金）に都合がつかない
場合や植木周辺以外の人は個別の面談
も受付ますので相談を。

※応募者の個人情報は、採用者への連絡、採用保留者を予備登録名簿に記載
するためにのみ使用されます。予備登録者の個人情報はリビングプロシード
が1年間安全に保管し、その後適切に廃棄されます。詳しくは同社ホームペ
ージ（http://www.lps.co.jp/)

リビングレディ記念文集
「歩み2016」より
大阪エリア　Oさん　（配布歴20年）

 このお仕事をさせて頂き良い事の方
がとても多かったです。
 小さい事で言えば木曜日は原則カ
レーの日と決めメニューを考えずに済
んだり、配布日に嫌な用事を言われた
ら断る理由にしたり、10年以上使わ
ずに貯金ができて安心できたりです。
貯金は２年ほど前から使うようになり
ましたが…(*^^*) そしてインドア派
の私の貴重な運動にもなりました。

お仕事説明会

問い合わせ・
説明会の参加申し込み／

☎096（359）3611
受付／10:00～17:30（月～金曜）
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リビングプロシード 熊本支社

●日時／ 7月 14 日（金）
　　　　10:30 ～ 11:30

会場／植木コミュニティセンター
住所／北区植木町舞尾 600-10　
　　　☎ 096-272-4959　

TV番組表はweb公開
できません。
リビング新聞紙面を
ご覧下さい。


