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美 リビング求人ガイド
●次回掲載は9月16日号です

正 …正社員 契 …契約社員 派 …派遣社員

パ …パート 委 …委託業務 紹 …紹介

ア …アルバイト
☎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＞

自宅での内職
箱の組立、シール貼、DM封入、封緘、袋入れ
ご自宅～当社間を持ち運びできる方
給与出来高制　1日4、5h程度
手軽にできます　詳細は面談時説明

アクセラ株式会社
北区麻生田 3-16-65（麻生田郵便局そば）

☎096-277-5920

委託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

《介護・看護》イオンでお仕事探し!!

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

◎9/13（水）10：00～16：00の間
　イオン菊陽店 1F マクドナルド近く
◎9/14（木）10：00～16：00の間
　イオンタウン田崎 1F 中央通路
………………………………………………
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
　　　看護師…1150円～1550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410件／自由に見れます！
職場見学会の案内もしています♪

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

お掃除・清掃
①温浴施設の清掃　（佐土原・江津湖）
●8：00～11：00　時給／750円
●5：30～9：30　 　時給／800円
②ビジネスホテルのベッドメイク・清掃
●9：00～15：00　時給／850円　（九品寺）
※休日は事前相談、週1日～働けます
※たまに体を動かしてお掃除、1日があっという間で健康的
※幅広い年齢層の方が活躍中
未経験歓迎！あなたのチカラをお貸し下さい

増員のため求人募集
1日４hの短時間

体に無理せず働けます

㈱トータルサポートシステム
中央区妙体寺町5-1 和光ビル202

（浄行寺交差点そば）

☎096-341-3388

清掃全般・家事代行

正社員パート

就労継続支援Ａ型事業所　各種軽作業
「美郷の杜」では、共に働く仲間でもある

利用者の方を募集しております
【対象】18歳～65歳　自立支援のお手伝い
◆利用開始時に18歳以上65歳未満の方
◆身体・精神・知的障がいをお持ちの方
◆働きたい意欲をお持ちで雇用契約勤務が可能な方
【軽作業】時給715円　10：00～16：00　土日休
ピカピカの作業環境で楽しく作業ができます
◆製品の封入、折り加工等の各種手作業

月～金　見学できます
今年7月オープン　10名募集
あなたと共に一歩一歩進みます

㈱ネクスト 美郷の杜
北区植木町植木196-3（植木小学校そば）
☎096-277-5820 担当：ナカマゴエ

パート

美郷の杜 検索

子育て支援員
ステップアップを目指している方
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

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

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

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（健軍電停より7分）

☎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（健軍電停より7分）

正

☎096-289-1300 担当：タナベ

パソコン入力業務
《データ更新、校正その他関連業務》

難しい仕事ではありません
時／9:00～16:00　時給／720円＋交通費
休／日祝隔週土　年齢不問、雇保、車通勤可
電話連絡後履歴書持参、その他面談

㈱旭出版
上益城郡益城町広崎497-2（健軍電停より7分）

☎096-289-1300 担当：浜田

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

小規模デイ ①介護職 ②看護師
17：30まで、日曜休、短時間、曜日応相談
時給／①900円～　②1100円～
時間／8：30～17：30　午前or午後可
土、祝、資格手当　正社員採用枠あり

デイサービス 絹の和香
東区御領 2-15-9

☎096-221-3845

パ

10名小規模

新しい環境で働きませんか
補充による募集です!!

時間／10：00～22：00内で6～10h
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

保育士サポートスタッフ ◆残業なし・短時間OK

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・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
　　　　下益城郡美里町・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＞職場復帰セミナー開催
9/27（水）10:00～12:00／MY熊本ビル4F
発達障がいについて・地域の取組み
◆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

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

時間／9：00～19：30 （7.5～8h）
時給／1000円～1200円
休日／シフト
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

……短期・長期　お仕事情報多数……
その他食品、アパレル、雑貨、フォーマルなど
各売場で学生さん、フリーターさん、主婦の方
期間限定から始めた方ががんばっています

kyuujin.zensyokyo.org
お仕事情報↑検索
多数掲載中

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

厚生労働大臣許可（般） 43-ユ-010004

（有）南九州マネキン紹介所

◎接客、販売　7日間働いてみませんか
大京都展　9/27（水）～10/3（火）
伝統製品の即売会

紹介

㈱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

東区・南区・菊陽町 宝くじ販売パ

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

賞与3.2 夜勤なし介護職正

☎096-389-5801 担当：古川

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

東区長嶺東8-2-8

セブンイレブン
熊本小山店

①7：00～10：00
②9：00～13：00
③10：00～13：00
④12：00～16：00
⑤15：00～18：00
⑥17：00～20：00
⑦18：00～22：00
⑧22：00～翌7：00　　時給938円～
待遇／雇用保険・社会保険制度あり
　　　社員登用あり（研修期間3ケ月）
　　　制服貸与、昇給有、車・バイク・
　　　自転車通勤ＯＫ
※社員希望の方はご相談下さい。
　年齢経験不問
休日／シフト制。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

時給750円～

☎096-389-5801 担当：古川

調理スタッフ男女可
時／①8：15～17：15②8：15～12：45、①と②の
組み合わせシフト　月～金　給／850円　内
容／学校給食調理業務（城西共同調理場）　待
遇／通勤手当、社保完備、夏休み等長期休暇有

契

株式会社　三勢
中央区帯山3-8-44

☎096-383-2341 担当：大山

未経験者にも丁寧に教えます！
明るくきれいな環境で女性（20～40代）が活躍する職場です！　
【契約社員】
募集人員／10名程度
職種／商品管理・発送スタッフ
内容／商品の発送・検品業務 他
　　　全国のお客様へお届けする商品の
             梱包・チェックなどの仕事です
時間／8：30～17：30（実働8時間）
休日／週休2日制（日・祝他週1回）、
　　　夏・冬期休暇、年末年始
給与／月給15万円（昇給有）、賞与（年２回）、
　　　正社員登用制度有
　　　※研修期間１カ月は時給750円
待遇／交通費支給（当社規定）、
　　　雇用・労災・健康保険、厚生年金
　　　制服・社員食堂有・定期健康診断有

【パート】
募集人員／10名程度
職種／商品発送スタッフ
内容／商品の箱詰め等（未経験でも出来ます）
時間／①8：30～17：30（実働8時間）
　　　②9：00～15：00、12：30～17：30（シフト制）
休日／週休2日制（日・祝他週1回）、年末年始
給与／時給750円～900円
待遇／①雇用保険・社会保険加入　②雇用保険
　　　①②交通費支給（当社規定）、制服貸与

子育て世代を応援！
学校行事にも配慮していますので

安心してご相談ください

発送　契約社員・パート　業務拡張のため同時募集契約社員 パート

〒862-0950　熊本市中央区水前寺2-2-1　健康家族ビル

☎096-385-6226   http://550229.jp
担当／総務人事課 月～金9：00～17：30（土・日・祝休） JR水前寺駅から徒歩3分

JR豊肥本線

熊本銀行
国府電停

水前寺駅

新水前寺駅

ロッキー

競輪場通り

健康家族ビル

ローソン

水前寺共済会館

新水前寺駅前電停

ドコモショップスタッフ大募集！
給／1300円～（月給22万円以上可）
時／10時～19時　休／月9日シフト制
待／社保完備、交通費支給、制服有
勤務地／玉名店、山鹿店、小峯店、熊
本インター店、熊本北店、菊陽店、上
熊本駅前店、平成大通店、大津店、熊
本西店ほか県内勤務地多数あります！
詳しくはお電話にてお問合せ下さい

未経験者大歓迎！　
必ずお近くの店舗をご紹介できます

社員登用制度有り

㈱グッドコミュニケーション
南区近見1-4-10、吉田ビル2Ｆ

☎096-247-6488 
受付/月～金9：00～17：30　派43-300148

採用担当

派

ローソン熊本地区事務所スタッフ

一般事務の募集です
難しい作業なし

すぐに覚えられます

浜線バイパス沿いで
通勤にも便利

働きやすい環境です

☎096-379-2233 担当：蒲生（がもう）

ローソン熊本地区事務所

内容／一般事務。データ入力、伝票
　　　処理、書類仕訳、電話対応、備
　　　品管理（簡単なパソコン操作）
時間／10：00～18：00の間で週3～4
　　　日程度勤務　※勤務時間と
　　　勤務日数は応相談
時給／750円～
待遇／交通費規定支給、車通勤可、
　　　各種保険完備、有給休暇、経
　　　験年齢不問

アルバイトパート

中央区八王寺町12-43

〒

南熊本駅

パチンコ ■■
ココ

■
■

白山通

ナムコハローデイ

浜線バイパス

清掃スタッフ　未経験大歓迎

遊技場での清掃作業です
女性スタッフ活躍中。朝の空いた
時間を有効活用　ＷワークＯＫ

中高年の方、未経験の方でも
安心して働けます

年齢不問
まずはお気軽にお電話下さい

福岡県飯塚市花瀬32-1

☎0948-22-1718 人事課

㈱トキワビル商会

時間／①7：00～9：00
　　　②10：00～16：00
　　　③16：00～22：00
給与／①時給1000円
　　　②③時給800円～850円
勤務地／ベルエアMAX南高江店
　　　ベルエアMAX北部店
休日／店休日、シフト制
待遇／交通費支給・車通勤ＯＫ　　
　　　研修制度あり
応募／面接は現地で行います
　　　お気軽にお電話下さい

パート

} ※時間帯　応相談

過去3年間の経験者は
時給50円加算！

[登録会場]中央区花畑町1-1
三井生命熊本ビル1Ｆ

短期事務スタッフ1800名　応募急増中！契約

1,800名1,800名

業務監督者は
９月中旬以降順次スタート！
勤務地　Ａ.大江　Ｂ.熊本駅前　共通
★業務監督者　9時～18時　時給1250円～
①ＳＶ　9時～18時　時給1150円
②データ入力　9時～18時　時給950円
③データ入力　19時～23時
　時給900円+交通費500円/日
④運搬　9時～18時　時給900円
⑤要員・備品担当　9時～18時　時給950円
勤務地　Ａ
①書類点検　9時～17時　時給900円
勤務地　Ｂ
①データ入力　10時～14時　時給850円
②書類開封・仕分け　９時～18時　時給900円
※各班、研修時給740円　2日～6日程度　

募集募集

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


