
2018年2月17日　土曜日　＜12＞

☎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＞リビング求人ガイド
●次回掲載は

　　3月3日号ですパ …パート 委 …委託業務

紹 …紹介

ア …アルバイト

正 …正社員 派 …派遣社員
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サポートスタッフ募集（受付・接客）
マイホーム購入の相談窓口。 購入検討のお客様を
トータル的にサポート。経験がなくても大丈夫！！
勤務地／帯山店・流通団地店
内容／最初から専門知識は必要ありません。勉強会を予約された
　　　お客様の受付や、勉強会の進行サポートなどをお願いします
給与／月給20万円～+資格手当+奨励金
時間／ 9：30～18：30　
休日／週休2日（水曜＋他シフト1日）年末年始・有給休暇有
資格／普通免許保有者　待遇／安心の社会保険完備
…………………………………………………………………………
未経験者大歓迎です！
スタッフ皆でこれから入社されるあなたをフォローしますの
でご安心ください
応募：まずは履歴書送付、持参お願い致します
　　　応募受付は流通団地店で行います

0120-934-818 担当：藤本
〒860-0834 熊本市南区江越2-3-7

正

パートスタッフさん
随時募集中です。

《イオンで就活》 介護・看護・調理・事務

お電話での
ご相談も歓迎します♪

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

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

←気になる
　お仕事情報
↓コチラ

0120-925-291

ツクイスタッフ熊本 検索

日時／2月22日（木）10：00～16：00の間
場所／イオン熊本中央店（旧：ダイエー）
　　　1F フードコート横側
………………………………………………
形態／正社員・派遣・パートで選べます
時給／介護福祉士…1000円～1200円
　　　初任者（HP2級）…900円～1100円
　　　看護師…1150円～1550円
　　　調理スタッフ…900円～950円
時間／短時間～フルタイムまで相談可
休日／週2日～5日　勤務相談可
待遇／社保完備、交通費、ボーナス、有給

◆施設名＆地図掲載の求人票見放題!!
　もちろん持ち帰りもOK♪
◆予約不要!! 手ぶらでお気軽にどうぞ♪

介護施設内の調理・配膳
パート1日5h程度・時間・勤務日等応相談
①（正）12万3000円～　8：30～17：30
②（パ）時給750円～　6：30～15：30他
休日／①4週8休　シフト制

のぞみ
中央区本荘 3-7-18 （代継橋そば）

☎096-371-3399 担当：栄養部 吉田

介護老人保健施設

パ正

①事務　②配布

中央区新市街 7-20-2F
（辛島町電停前 交通センター 徒歩3分）

☎096-359-3611 担当：中道
（月～金 9:30～17:30）

リビング新聞と
読者を結ぶお仕事です

熊本支社

①配布員の管理業務・読者からのお問合せなど 内勤業務
勤務曜日・時間ご相談可能です
Excel・Wordの基本ができる方
時給／ⓐ850円（週5日）　ⓑ820円（週3日）
時間／9：30～17：30
休日／土・日・祝
待遇／各種保険　有給休暇　交通費実費
扶養範囲内での調整可能
【例】ⓐ850円×7h×20日=11万9000円
　　ⓑ820円×7h×12日=6万8880円
………………………………………………
②リビング新聞の配布員 同時募集
毎週水曜か木曜　自分のペースでポスティング
決められたエリアのポストに2～4h配布
お住まい周辺、指定先約500世帯
月収2万円～3万円程度

↓応募：配布スタッフのエントリーは入力30秒
プロシード熊本 採用センター 検索

未経験でも大丈夫。まずはお電話下さい

アルバイト 委託業務パート

営業2名
高校・大学同窓会運営サポート 学校訪問
給与／21万円～+歩合+別途手当　
時／9：00～17：20　休／日・祝・隔週土
普通車免許必須　熊本本社勤務　随時面談

㈱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：タナベ

正社員

電話案内業務
全国の高校・大学同窓会名簿作成委託
同窓会員へ名簿発行の案内をします
時／9：00～13：30　時給／840円～900円
休／日・祝・隔週土　交通費、雇用保険

㈱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

パート

マンション受付と管理のお手伝い
難しい仕事ではありません
週3日の7h勤務
月ごとの勤務　①月水金 or ②火木土
時間／9：00～17：00　休日／働き方に応ず
時給／800円～　交通費補助1日300円支給
市民会館通りで　交通便のいい立地
子育てしながら働くことができます

現スタッフ：30～50代
経験は問いません

専業主婦からパートで社会復帰

桜町ハイム管理組合
中央区桜町1-25

☎096-325-0001 担当：藤谷

パート

中央区病院　清掃業務全般
●交通費規定内支給　他補助制度有
●安定した収入　基本残業なし
●面接当日、弁当代1000円支給
勤務／江南病院　中央区渡鹿
　　　（川鶴団地そば　バス停徒歩1分）
時／①7：30～16：00　②7：30～12：00
給／①13万3000円～15万円
　　②9万2000円～10万円
休／働き方に応じます

働き方に応じたシフトで
家庭環境に寄り添い
シフトを決めます!!

㈱千代田 熊本営業所

☎080-5284-9167 担当：水上
☎090-8627-1744 担当：家入

菊池郡大津町室1011-1

正社員

バスを運転する楽しさを発見できる説明会
《 毎週金曜日　13:00～15:00 随時開催中！ 》

●会場：熊本都市バス小峯営業所（東区月出 ゆめマート小峯そば）
新しい仲間と始めてみませんか
男性・女性の未経験の方も活躍中

…… 勤務歴6年 先輩女性運転士Mさんの場合 ……
運転が好きで大型免許取得のため教習所に通って
いたところ、「バス運転手募集」の広告を発見！
好きなことで地域に貢献できたら、と思い応募しました。
…………………………………………………………
【説明会内容】体験試乗と質疑応答などを含めた2時間程度
給与／20万円～25万円　諸手当含む
年齢／21歳～53歳くらいまで
時間／実働7時間10分（シフト制）　休日／年間84日
　　　※時間外手当あり　※休日出勤手当あり
資格／大型二種免許
　　　※普通免許取得後3年以上の方も応募可
待遇／各種保険、制服貸与、家族給、規定内交通費
　　　退職金制度、昇給年1回、本採用後賞与年2回有
　　　女性専用休憩スペース有
…………………………………………………………
～ やさしさ、笑顔、気配りを生かせるバス運転士 ～
●「人と接することが好きな方」にも向いている職業です
●未経験から養成制度を生かし大型二種免許取得可能

興味を持たれた方、質問だけでもOK！
ぜひぜひご参加下さい

熊本都市バスの運転士募集!!正社員

勤務地は熊本市内
（本山・上熊本・小峯）
3カ所!!

入社後全員に
支度金10万円支給！
大型二種免許取得養成制度を実施
免許取得中も賃金支給制度あり

ぜひ会社説明会で
お話聞いてみませんか？

応募／電話・メールにて事前予約
男女共にご参加いただけます

☎096-312-0633
担当：江頭（平日のみ 9：00～18：00）熊本市中央区本山 2-9-32

熊本都市バス　 検索

●携帯ならQRコードでメール応募→
●PCなら
E-mail／saiyo@kumamoto-toshibus.co.jp

百貨店 接客 販売 ①催事 ②長期・短期

………………　催事情報　………………
◆3/7（水）～13（火） 大江戸展
◆3/28（水）～4/3（火） 加賀百万石と越後の国新潟展
時給／1000円～1200円　交通費は全額支給します
時間／9：00～19：30 （働き方に応ず）　休日／ご相談できます
※土、日、祝のみの限定パートもあります

＜長期・短期・単発 情報＞
ワクワクできるお仕事がいっぱい

…………… まずは登録だけ、働ける曜日ご相談ください ……………
●長期間安定して働ける仕事探しに…
●仕事復帰、専業主婦、学生、フリーターなど　楽しく接客されています
私らしく働けるのが　百貨店売場　催事から試食、服飾販売員など
卒業見込みの学生さんも必見!!
百貨店勤務のお仕事ご紹介させていただきます

紹

中央区京町1-14-8 スカイハイツ1105

☎096-355-5482 担当：大坪
厚生労働大臣許可 43-ユ-010004

（有）南九州マネキン紹介所

食品・バッグ・アクセサリー・雑貨
紳士・婦人・キッズ・フォーマル・ブランド
多数働いていらっしゃいます

病棟看護師 デイケア・病棟介護職
③資格不問介護職：15万円
※夜勤なし病棟勤務、送迎有
院内に無料の学童スペースあり

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

正 パ
働くことをあきらめていませんか
安心して働ける地域密着型の病院です
①看護師：24万3000円～31万円（夜勤手当込）
②准看護師：20万2000円～26万3000円（夜勤手当込）
①②③資格・皆勤手当別途　※③希望者には夜勤可
昇給、賞与年2回、各種保険、交通費、車通勤可
時／①②2交代制　③8：30～17：30
休／①②③年間108日

久しぶりの社会復帰の方
他業種からの転職で不安な方
60歳からでも、定年後も働きたい…
①（正）正看護師22万円～　准看護師17万円
②（パート）時給1000円
時間／①シフト制　②8：30～12：30
休日／①年間115日　②年間108日
年齢、経験、前職を考慮いたします

そんなあなたに
やりがいを感じて
働ける職場です

本庄内科病院
東区新外3-9-1（新外交差点そば）
☎096-368-2811

①病棟看護職　②老健施設介護職正 パ

給食調理
◆時間帯・曜日・日数はご相談できます◆
時間／5：45～19：15内 3交替制
給／14万2000円+手当1万2000円+賞与
時給／800円　1日～働けます

龍田病院
中央区黒髪 6-12-51

☎096-343-5819 担当：下田

正社員 パート相談員　有資格者
年齢・ブランクは問いません　年休115日
給／17万4000円～20万200円他手当
休／土日祝　他年末年始夏季休暇
時／8：00～17：00　詳細WEB検索

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

正

クリーンスタッフ
勤務地／熊本県内各現場　休日／シフト制
時間／基本8:30~17:00（早出・残業・深夜有）
時給／1000円~（深夜割増有）
待遇／昇給有、社保有、車通勤可、女性活躍中

（株）第一ビルサービス
中央区新町1-7-28

☎096-352-0306

正

ソフトバンクショップ①事務 ②販売接客
男女不問！　未経験者歓迎！
研修制度も充実！

人と接することが好きな方
楽しく働きましょう！

東区健軍1-28-10

☎096-360-2633 担当：木村

ソフトバンク健軍

業務内容／
　①ショップでの事務全般
　　POP作成、売上入力、在庫管理
　　電話受付、携帯料金支払受付等
　②ショップでの販売・接客
　　ショップでの各種モバイル端末
　　インターネット接続サービス受付
給与／①16万7000円～
　　　②18万2000円～
　　　交通費、昇給、賞与、退職金あり
休日／①日曜・祝日（年間96日）
　　　②シフト制（年間96日）
時間／①②共に
　　　10:00～19:00、11:00～20:00

正社員 市街地 焼き鳥店の仕込み
主婦バイトにピッタリ
簡単な野菜のカットや
調理のお手伝い

お昼頃に始まり、夕方で終わる
年齢層は幅広く募集

中央区安政町 6-3　TM11ビル1F-B
（駕町通りツタヤ向いのセブンイレブンそば）

☎090-7989-0664
☎096-325-8772
担当：米　受付／12：00～18：00

ひょご鳥 ㈱八十八商店

時間／9：00～17：00内　週2日～、2h～
時給／850円～
　　　※研修期間（1カ月）は時給800円
待遇／スキルに応じて時給アップ
応募／電話にて「リビングを見ました」
　　　とお気軽に応募ください
……………………………………………
●家事の合間に希望時間で働けます
●街なか勤務だから仕事帰りにお買物も♪
●希望に合わせて相談可能です
　面接時にお聞きします

アパ

「庄屋」各店舗増員中 !! キッチンスタッフ

…………… まかないもお得 ……………
日・祝は50円／時手当

お近くの店舗で働きませんか
時給／850円～※日祝・年始・お盆手当（50円／h）
時間／（昼）9：30～または10：00～
　　　（夕）17：00～または18：00～
　　　※1日3～6h、週1日～勤務OK
　　　※平日のみ、土日のみの勤務OK
待遇／制服貸与、時給UP制度有、食事券
　　　交通費規定支給、社員登用制度有
　　　業務改善・新人紹介報奨
　　　社会保険有（法定による）、他手当有
……希望条件で、かけもち、週1日など……
●扶養内で短期からスタート
●子育て中なので時短から働きたい
●学校帰りにかけもちで気軽に…など

＜パート月給与例＞
（日曜）4日×5h+（平日）8日×5h
＝5万2000円+他手当

ゆめタウン はません店
南区田井島 1-2-1　096-334-2015
くまもと食遊楽園十禅寺店
南区十禅寺 2-8-6   096-319-1221
ゆめタウンサンピアン店
東区上南部 2-2-2　096-213-3340

ア パ

中高年や主婦にうれしい条件
朝・昼・夕方・夜
自己申告で働けます

イタリアンカフェレストラン
週末限定で働いてみませんか？
短時間からフルタイムまで
1日3h～、時給900円+別途手当

時間／①10：00～　②17：00～or18：00～
時給／土日祝：900円+別途手当
　　　平日：850円+別途手当
待遇／交通費規定支給、昇給、その他
他社アルバイト中の方も働けます

毎週末勤務 or 週末+平日勤務
の働き方もできます

マルゲリータ

東区上南部 2-2-2 1F
ゆめタウンサンピアン店

☎096-349-0521

アパ


