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美 リビング求人ガイド
●次回掲載は8月19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＞

お弁当配達と販売
指定官公庁、企業に向けた配達と販売
時／10：00～13：00　実働5h　日数応相談
休日／土・日・祝　時給／900円
普免必須、経験年齢不問、ガソリン代支給

キーマカレー くっちゃん亭
中央区大江 6-19-3 （開新高校そば）
☎096-366-5411

パ

担当：久我・川上（平日・土 13：00～受付）

①正看護師 ②准看護師
土曜を含めた週15h未満勤務できる方
時給／①1200円　②1100円　別途規定内交通費
時間／9：00～19：00　診療時間内1日
4h~6h程度　日勤のみ　休日／日・祝他

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

製造補助 ①寿司 ②炊飯 ③和菓子 ④炊飯
難しい作業はありません

長期・短期あり　相談できます
【夏季4日間限定：8/11（金）～8/14（月）】
①いなり、巻寿司などの加工　②炊飯補助
【常時】③おはぎ、いきなり団子製造　④炊飯補助
時間／希望相談可　休日／週2
時給／①②1000円　深夜（22：00～5：00）1250円
　　　③④810円　深夜（22：00～5：00）1013円
待遇／交通費、各種保険有　経験年齢不問

夏季4日間限定《短期パート増員中》
年齢・経験不問、気軽に働こう!!
◆ 1日だけでも働けます ◆

㈱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

就活中、内定後の大学4年生の方
扶養内、他働き方相談受付中

◎接客、販売 7日間働いてみませんか
①味百選　9/6(水)～9/12(火)
全国老舗や銘店の味
②大京都展　9/27（水）～10/3（火）
伝統製品の即売会
時／9：00～19：30（7.5～8h）　休／シフト
時給／1000～1200円
交通費全額　休日自由選択
土・日・祝限定でも大丈夫!!どしどしご応募下さい
スタート前に研修があるので安心
……………………………………………
●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
③TCカード入会受付
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!!
時／9：30～18：00（実働7.5h）　休／シフト
時給／スタートは1200円
　　　 半年頑張ったら1300円　交通費全額

中央区京町1-14-8 スカイハイツ1105
☎096-355-5482 担当：大坪

＜短期＞ 百貨店  イベント催事2会場派

厚生労働大臣許可（般）43-010089

ナンキュウスタッフ　 検索

お仕事情報はコチラ↓

お昼スタッフ急募
①デリバリー　時給／850円～
②店内業務　  時給／780円～
時／10：00～23：00内で1日3h週2日～

※お昼のパートさん大歓迎

ピザポケット 世安店
中央区世安町208 （エルセルモ熊本前）

☎096-351-2551 担当：サムカワ

パ スタッフ
①デリバリー　時給／850円～
②店内業務　  時給／780円～
時／10：00～23：00内で1日3h週2日～
※空き時間でご相談ください

ピザポケット 田迎店
南区出仲間 6-3-30-1F（明星保育園前）

☎096-214-3337 担当：ミヤモト

アパ スタッフ
県大生、集まれ～！！

①デリバリー　時給／850円～
②店内業務　  時給／780円～
時／10：00～23：00内で1日3h週2日～

ピザポケット 月出店
東区月出2-1-35 はじめハイツ

☎096-387-3900 担当：ウチムラ

パ ア

桂花ラーメンオープニングスタッフ
オープニング時給1000円！
未経験でも大丈夫
「平成さくら通り店」30名大募集中

働く時間も融通できます
平日・土日のみでもOK！
平成駅から徒歩10分が勤務先

オープニング時給（10/11まで）：1000円
10/11以降：850円～
高校生：800円
時間／9：00～22：00（シフト制）
　　　パート、アルバイト自由シフト
　　　短時間も採用!!
資格／未経験の方も大歓迎　※高校生もOK！
待遇／昇給有、制服貸与、飲食半額有
通勤／車・バイク可
……………………………………………
①レジ・料理の提供・洗い物・餃子盛付
　ラーメンのトッピング等
②ホールスタッフ

アパ
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☎096-285-5828
平成さくら通り店 南区江越 2-15-30

（平日 17：00～22：00まで）（土日祝 22：00まで）

南区江越 2-15-30

☎096-334-7788
㈱ファインフーズ

（平日 17：00まで）

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

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

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社員正社員

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

保育士サポートスタッフ＜1日4h・週3日～＞

実務経験のない方、家庭と
両立をお考えの方大歓迎！

保育士派遣のマルル 検索

派

…………………………………………………
勤務地／新市街・出水・大江・小山・新南部
　　　　戸島・春日・中島・城山・植木
　　　　山室・貢町・近見・御幸木部・富合
　　　　護藤・益城・嘉島・合志他
　　　　お住まい近くでご紹介致します。
時間／1日4～8h　9：00～14：00・10：00～
　　　15：00等　※ご希望の時間で調整可
時給／950円～1300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

＜無料＞フォローアップセミナー有
8/24（木）10時～12時／13時～15時
SIDS・食について・手作りおもちゃ等
◆まずは相談だけでもお気軽に◆

＜＜WEB応募はコチラ
ご相談のみもお気軽に

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

こども園の看護師（正・准）
医務室・0歳児室で子どもの看護

時給／1050円～　時／8：30～17：30　週休2日
急なお休みにも対応できる職場
※平日のみ勤務　時間相談可

大江こども園
中央区大江2-1-18（熊本学園大そば）

☎096-364-2090

パ

高齢者施設 調理全般（調理・盛付け・配膳・洗浄）
新規募集でスタートしませんか
勤務地は西区松尾町さくらの苑
＜資格や経験は問いません＞
（正）①6：00～15：00　調理全般
　　②8：00～17：00　調理全般
　　　22日／月…シフト制または固定
（パ）③17：00～19：00　食器洗浄
　　④13：30～17：00　調理補助
　　⑤15：00～19：00　調理補助、食器洗浄
　　　15日／月…シフト制または固定
給与／（正）①②…固定給14万円～16万円
　　  （パ）③④⑤…時給800円～850円
休日／働き方に応ず
待遇／交通費、制服貸与、社会保険、（正）賞与
…………………………………………………
たくさんのやりがいがあります
安心してご応募ください ～採用担当～

ブランク、シニアさんも
働き方のご相談お気軽に
正社員、パートいずれも採用中!!

正 パ

西区上代1-22-34
病院・福祉の食事サービス ☎096-325-8600

 担当：工藤

㈱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）

時給／800円（土日祝100円UP）+交通費
時間／9：40～18：50（実働5h）
週4日程度、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

菊陽町・東区・南区 宝くじ販売パ

初心者でも丁寧に教えます！
頑張り次第で正社員登用もあり

八代店でも募集中
お友達やお知り合いに
教えてあげて下さい

鹿児島県薩摩川内市平佐町1935-1

☎080-3182-2412 担当：上野

株式会社
エイティー今藤

給与／契：月給14万800円～18万8352円
　　　　　能力により6カ月間時給940円
　　　パ：時給780円
時間／契：9：00～21：00の間で8H
　　　パ：9：00～21：00の間で5H
　　　　（応相談）
休日／シフト制（週休2日）
資格／不問、簡単なPC操作
待遇／雇用・労災・健康・厚生・財形
　　　（雇用形態による）
勤務地／「マイまくら」ゆめタウンサンピアン店
　　　　　「マイまくら」ゆめタウン八代店
応募／まずはお気軽にお電話下さい

オーダーメイド枕の作製・販売契約社員 パート

お客様アテンダント　新規スタッフ募集
お客様の気持ちに寄り添い、会社とお客様をつなぐ架け橋となっ
ていただくお仕事です。
お話好きの方、人と接する事が好きな方には最適です♪

職種／お客様アテンダント　8名
内容／2人1組でお客様のもとを訪問
　　　（営業や販売ではありません）
　　　コミュニケーションの中で信頼関係を築きながら
　　　の集客のお手伝い
給与／時給1200円～
時間／10：00～16：00
休日／週休2日制（シフト制）
待遇／各種保険完備、各種手当有、詳細面談にて
応募／まずは、お気軽にお電話下さい
　　　初めてでも丁寧に指導いたします

経験者大歓迎！
女性スタッフ活躍中です

新規スタッフ大募集パート

☎096-383-8011
熊本市中央区水前寺5-9-21（本社事務所）

株式会社　鳥居

受付/平日9：00～17：00

（呉服販売・レンタル）

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）
休日／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

ディスカウントストア清掃
勤務地／東区石原1丁目（熊本IC近く）
時給／800円（試用期間750円）　
時間／6：30～10：30
休日／シフト制（日数応相談）

パ

（株）第一ビルサービス
中央区新町1-7-28

☎096-352-0306

平屋構造、入居者様定員19名、9月末開設
東バイパス近く、平成とうや病院より車で5分!!

◆ぷらすからメッセージ◆
職員のやりがいを第一に

自分の夢や希望を実現できる職場を目指します

1. 職員みんなが、「人生は全てぷらす」である、と考えよう。
　まず職員みんながプライベートを大事にして、楽しんで、謳歌しよう。

2. 仕事の様々な問題を、ひき算で考えたら絶対ぷらすにならない。
　ぷらすで考えよう。 人のお世話をするみんなが、ぷらすの
　気持ちでいれば、万事うまくいく。

3.頑張って、努力して、前向きに悩み抜いたその後の結果は
　そう、ケセラセラ。 おおらかに構えてほんのり前向きな気
　持ちがあれば、そう信じたようになっていく。
　そういう気持ちで、さあ、仕事しよう。

～「仕事が楽しいと入居者様も楽しくなる」～
【 目指す職場の雰囲気 】
● 手厚い介護を実践する為にスタッフを配置
● ご入居者様にゆったり、丁寧に接することができます
● 介護スタッフの方がステップアップできる仕組み
…………………………………………………………………
介護職員：①（正）月給18万7000円～（諸手当含）
　　　　  　　　※主任職等の役職手当別途支給
　　　　  ②（パ）時給900円～950円+資格手当
夜勤専従職員：③（正）月給16万5000円～17万円（諸手当含）
　　　　　　  ④（パ）日給1万3000円+資格手当

＜諸手当内訳＞
資格手当…ヘルパー2級（5000円）、介護福祉士（1万円）
皆勤手当（5000円）　夜勤手当（1万2000円）　処遇改善手当
※別途交通費規定内支給
時間／①6：30～19：30・16：00～翌9：00　※実働8h　夜勤月3回含
　　　②6：30～19：30の間で実働8h　※週2～3日勤務可
　　　③④16：00～翌9：00　※③月11回勤務　④週1～2日勤務可
　　　全てシフト制
休日／（正）年間休日107日　（パ）応相談　いずれも有給休暇有
資格／介護職員初任者研修以上　未経験の方も大歓迎

住宅型有料老人ホーム 新規オープン ぷらす御幸笛田 介護職員正 パ

☎096-234-6173 担当：桑原
南区田井島 2-1-28-101（事務所）

勤務地／南区御幸笛田1-2-146
待  遇／交通費支給（規定内）、車通勤可
　　　  試用期間有、有給休暇有
　　　  各種保険完備、制服貸与
　　　  昇給有（年1回）、賞与有（年2回）
応  募／面接は随時。 入社日等も相談可
　　　  お気軽にお問合せ下さい

住宅型有料老人ホーム ぷらす御幸笛田

居間の中心に中庭と高い天井…
暖かみのある室内で

働く側と入居者様が安心して居れる空間


