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美 リビング求人ガイド
●次回掲載は9月2日号です

パ …パートア …アルバイト正 …正社員 契 …契約社員 派 …派遣社員

☎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

広告のお申し込み

FAX050-1351-3763
西区中原町495

担当：藤本

☎090-7167-9774
f-tｗoエフ・ツー

+制作費540円

1枠あたり
（32.2×39.3mm）
8,000円（税込8640円）

＜掲載料金例＞

《介護》あなたに合ったお仕事探し!!

日程の合わない方は
ご相談下さい♪

労働者派遣事業　許可番号：派14-301172　有料職業紹介事業　許可番号：14-ユ-300992 

派 正 パ

◎8/22（火）9：00～12：00の間
　ゆめタウンサンピアン　1F　ミスド店内奥側
◎8/24（木）9：30～12：00の間
　くまもと森都心プラザ　6F　D会議室
　※地下駐車場有…QUOカードお渡しします
………………………………………………
時給／介護福祉士…1000円～1200円
　　　実務者（HP1級）…930円～1130円
　　　初任者（HP2級）…900円～1100円
時間／短時間～フルタイムまで可
休日／週2日～5日勤務可
待遇／社保完備、交通費、ボーナス、有給

◆求人票では分からない事…
　人間関係などのお話もできます！

ツクイスタッフ熊本支店　中央区桜町1-20 西嶋三井ビル14階　担当：松本・家入

←イベント詳細
　お仕事情報
   ↓

ツクイスタッフ熊本 検索

0120-925-291

夏のお仕事 事前登録会開催 1日短時間～フルタイム
未経験でも安心の研修制度・ノルマはありません
独占求人多数あり・登録キャンペーン開催
短期、長期、パートから契約まで
子育てママも安定した収入が見込める。
☆17時まで　残業なしの働き方　大公開!!
《接客》　《販売》　《案内》
時給／1000円～1200円　交通費全額支給
時間／9：00～19：30　勤務先に応ず　実働7.5～8h
休日／希望休や連休取得もできます
……………………………………………………………………
紳士、婦人服・バック・アクセサリー・靴・キッズ・雑貨
フォーマル・食品・お菓子・ブランド・イベントなど　条件でご紹介
学生さん、子育て中、中高年まで幅広い年齢層の方
男女問わず、1000名募集　《登録会必見》

百貨店イベント  「味百選」
9／６（水）～12（火）限定7日間
詳細は左記　あとわずか定員募集☎096-355-5482 担当：大坪

派

厚生労働大臣許可 （般）43-010089 ナンキュウスタッフ　 検索

お仕事事前登録会
百貨店・モール・専門店他
毎日随時開催　※要事前予約

履歴書不要、お子さん同席可　友達と応募可

中央区京町1-14-8 スカイハイツ1105

●椅子に座っての作業です
●1年間技能取得すれば、
　自宅での内職へ転向も可能です
勤務／菊池郡大津町杉水（杉水公園近く）
時給／750円～850円
時間／9：00～16：00
通勤手当あり　他、面談にて
応募／履歴書送付後、面接

未経験可
手作業が得意な方
土・日・祝日休み

㈲フェザークラフト
〒869-1236 菊池郡大津町杉水 2969-5
☎096-349-3741 担当：高橋

弓道の道具を作る仕事ですパート

平成29年11月 調剤薬局 オープニング職員 東区小峯
みんなで新しい薬局、働きやすい雰囲気を
作りませんか？　当薬局は既存店舗6カ所を
活かし、かかりつけ薬局を目指しています
《薬剤師》 《医療事務》　経験、転職、ブランク問いません
時／9：00～18：00　その他は面談時
　　週40h勤務 休日は日、祝、祭日
◆薬剤師　（正）372万円～612万円（年棒制）
　　　　 （パ）2000円～2200円
◆医療事務　（正）14万円～17万円　（パ）900円

詳細面談、今後待遇面も整えて
長く働きたい方にも安心して
勤務して頂けると思います

グリーン薬局 神水店
中央区神水 1-33-11 （肥後銀行神水支店前）

☎090-8224-5418 
小峯店開局準備室 担当：今井

正 パ
シフトで相談できる、働き方ができます
時／①6：30～15：30　②10：00～19：00
時給850円～　試用期間800円～　休シフト
待遇当社規定　経験不問　介護施設内調理場

有限会社ゆうしん
東区錦ヶ丘26-11

☎096-367-0565 担当：大塚 

複数体制 調理パ契

接客・ノルマなし スーツ補正
時／10：30～17：00　時給760円～　休／シフト
別途交通費支給：1万円まで　※働き方相談可
勤／熊本New-S　B1F　スーツセレクト（日航横）
経験・年齢・ブランク不問、工業用ミシン使用

(有)リフォーム恵
福岡市中央区天神 4-1-23-1107

☎092-738-7021（平日10：00～17：00）

パ

電話案内業務
全国の高校・大学同窓会名簿制作委託
時／9：00～13：30　時給／820円～900円
休／日祝・隔週土　交通費、雇保
※駐車場完備　40～60代活躍中

㈱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 男女営業 2名採用
※高校や大学同窓会からの名簿委託制作
給／固定給20万5000円～　他各種手当有
時／9：00～17：20　休／日祝・隔週土
詳細は「ハローワーク求人」43011-1965571で検索

㈱旭出版
上益城郡益城町広崎497-2（桜木中学そば）

正

☎096-289-1300 担当：タナベ

学校給食調理 ①長嶺共同 ②長嶺小 ③託麻東小
週2日～の勤務から始めてみませんか
年齢、経験、ブランク等　不問
働き手に寄り添っていけるよう
取り組んでいます

調理師さんを応援します
お気軽にご相談ください
社員食堂、施設 お仕事多数

東区尾ノ上 1-48-15-2F（ウエスト尾ノ上店そば）

☎096-383-2257

＜調理全般＞
時間／（パ）8：30～15：30　実働6h
　　　（契）8：00～17：00　実働8h
時給／800円
休日／土、日、祝祭日
　　　（他、長期学校休みに応ず）
待遇／規定内交通費、食事補助200円
　　　月に14日以上勤務の方は
　　　クリーニング代550円支給

～採用担当メッセージ～
子育て中の先輩がたくさんいて活躍して
いるので、自然と自分も頑張ってみよう
と思える環境です
パート短時間、安定の契約社員　選択できます ☎080-6449-8593 担当：松山

パ 契

魚国総本社熊本事務所

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

障がい者施設 支援員
基本週休2日 《資格・年齢・経験　不問》
8:00～17:00 給与15万5700円～通勤手当別途
年休6ヵ月後取得、社会保険、労災保険
電話後履歴書送付、後日面談

済生会熊本福祉センター
〒861-4127 南区内田町3560-1

☎096-223-3330 担当：カナザキ

契

新しい環境で働きませんか
補充による募集です!!

時間／交替制　①10：00～19：00
　　　②14：00～23：00　③10：00～14：00
給与／16万5000円～25万円+手当
賞与年2回、雇用・労災・健康・厚生保険
シフト週休2日休み、制服貸与、まかないあり

車通勤可、育児休業取得可能

安定の正社員で働きませんか
経験、年齢等　問わず

異業種からの転職の方も　大歓迎

レストランホール接客または調理正社員

和食レストラン庄屋
南区田井島 1-2-1

☎096-334-2015

ゆめタウンはません店

①看護師　②介護職
本庄内科病院併設の介護老人保健施設が
4月オープン後、第2期追加採用
在宅復帰を医療ケア、リハビリで支援
給／①正看・准看 ②介護 （正）15万円～（パ）800円～
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
施設見学を実施していますので
現場の雰囲気を見てから決められます

新人へのサポート体制万全
ブランクや実務経験がなくてもOK

勤務開始日は応相談

心ほか（しんほか）
東区新外3-9-1（新外交差点そば）
☎096-285-6225

介護老人保健施設

正社員 パート

お仕事復帰は保育士派遣のマルル
まずはご相談のみもお気軽に！
ご家庭との両立をサポート！
勤／お住まいの近くでお仕事ご紹介します！
時／1日4～8時間（例／9：00～16：00）
給／950円～1300円＋交通費
資／保育士、幼稚園教諭
休／土・日・祝 他（週3日～OK）

8/24（木）10:00～12:00/13:00～15:00
SIDS・食物アレルギー・手遊び等
@MY熊本ビル4F（中央区花畑町1-7）

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

保育サポート職◆短時間・土日祝休派遣社員

療養病棟とデイケアで募集
給／13万9000円～16万5000円　待遇面談時
時／7：00～18：30（8hシフト制）　週休2日
他資格手当・皆勤手当5000円　学童スペース有

北部病院
北区四方寄町1281-3 （バス停より徒歩1分）

☎096-245-1115 担当：原

医療法人社団原武会

夜勤なし介護職正

あなたの時間を熊本の住まいの為に！
土日祝は自分の趣味に
業務内容／マンション・アパート共用部分の清掃業務
時給／750円～+交通費支給
　　　季節手当有り3000円～（１月・２月・７月・８月）
時間／9：30～17：00
休日／土曜・日曜・祝日休み
資格／高卒以上、要普通運転免許
待遇／社会保険完備、昇給・リーダー手当有り
　　　車・バイク通勤ＯＫ
事業内容／不動産業
未経験者大歓迎です！　お掃除好きな方にオススメ♪

まずはお気軽にお電話下さい 30代～５０代の主婦活躍中！
2～3人のグループで巡回清掃
先輩が一緒なので安心ですよ☆熊本市中央区九品寺2-6-57

☎096-366-5062　総務人事課　林田

株式会社コスギ不動産

巡回クリーンスタッフ募集中パート

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

９月オープン　介護職、調理師募集
職種／介護職員・調理師（正社員・パート）
給与／介護：正：16万円～経験給（手当別）
　　　　　パ：時給900円～1000円
　　　調理：正：14万5000円～15万5000円
　　　　　パ：時給850円～900円
時間／7：00～20：00の間で8ｈ（シフト制）
　　夜勤あり※パートは時間、曜日応相談
休日／週休2日制　勤務地／樹希

残業をしないオリジナルな施設を
一緒につくりませんか

子育て中の方も応援します

樹希
南区富合町清藤424-1

☎096-358-7005 担当：松村

住宅型有料老人ホーム

正 パ

商品仕分け [時短勤務可 ]
冷蔵庫内でのジュース袋詰め等
時給／900円～+交通費　休日／土日他
時間／9：00～16：00（実働5～6ｈ）　
勤務地／東区戸島　※見学可能

㈱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：内藤

派 一般事務 [西区上代 ]
データ入力・電話応対・物品管理等
時給／900円+交通費　休日／土日祝
時間／9：00～16：00または
　　　10：00～17：00　《選択可》

㈱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：内藤

派

産婦人科清掃スタッフ
勤務地／島崎6丁目　時給／800円
時間／①7：00～11：00②13：00～16：00
　　　③8：00～16：00（週１回日曜のみ）
休み／①②日曜　③月～土

パ

（株）第一ビルサービス
中央区新町1-7-28

☎096-352-0306

《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

事務1名募集（検針・集金業務含む）
職種／ガスの顧客管理、データ入力、社
有車でのメーター検針・集金・接客等
給与／15万5000円（皆勤手当1万
円、通信・通勤手当別途支給）、賞
与・昇給有、社保完、中退共制度有
時間／9：00～18：30、夏期年末年始休。
勤務はシフト制、月1程度日曜出勤有
資格／要普免・ＰＣ操作経験・40歳以下

同行して指導、未経験でも安心です
社員旅行あり

働きやすい環境です

㈲山本學商店
〒862-0955　中央区神水本町11-15

☎096-383-1506 担当：山本

正社員

①ホールスタッフ②電話受付スタッフ募集
①ホールスタッフ：時給850円～
時間／10：30～15：00、17：00～21：
00、上記の間で3～5ｈ（シフト制）研
修期間有（勤務先：三年坂通り支店）
②電話受付スタッフ：時給750円～
時間／10：00～18：00の間で3～5ｈ程
度、本店出前の注文・予約受付業務です。
本店・益城支店、ホールスタッフも募集中

未経験者・学生・主婦の方歓迎！
勤務日数・時間・行事に
シフト対応可能です！

峰寿司　本店/三年坂通り支店
東区昭和町8-22

☎096-360-1888

パ

 9：30～17：00
事務所：村上

ア

去年より時給が上がりました！
[登録会場]中央区花畑町1-1
三井生命熊本ビル1Ｆ

[熊本支社]熊本市西区春日1-12-10　0120-450-752 日本郵政スタッフ株式会社

勤務地／大江…①書類点検②データ入力③電話照会④運搬
　　　　駅前…②データ入力④運搬⑤到着
時給／①Ａフルタイム8ｈ　950円　時短4ｈ　850円
　　　　Ｂフルタイム8ｈ　1050円
　　　②フルタイム8ｈ　950円　時短4ｈ　850円
　　　　夜間4ｈ　950円+交通費500円/日
　　　③フルタイム8ｈ　1250円
　　　④⑤フルタイム8ｈ　900円
　　　★過去３年間の当社年調業務経験者は
　　　　上記時給に加えさらに50円時給加算
　　　★８月末までに登録（応募）→内定し契約
　　　　満了した方は3000円のボーナス支給

短期事務スタッフ1800名契約

募集

８月中の内定者にはボーナス支給
過去3年間の経験者は時給ＵＰ！

新規期間
限定

1,800名募集1,800名募集

子育て支援員
時／10：00～19：00　実働8h

給／16万円、資格者限定　休日面談時
◎ 賞与・交通費支給

ステップアップを目指している方

ひまわりクラブ
合志市豊岡 2224-29

☎096-248-8889 担当：渡辺

合志南小学童保育

契

書類確認業務　5名
書類のチェックや電話での確認業務
熊本県庁前　8：30～17：30　年齢不問
社保完　時給/1000円　休日/土日祝
即日～3月末迄[更新可能性有]駐輪場有

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

☎096-359-3412 担当：森本

契


